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会長挨拶
岩淵秀一会長
皆さん、今晩は。
今日は 1900 回記念例会です。本来は来週の例会日が 1900 回
目に当たりますが、来週の例会日は第 8 グループのインター
シティミーティングのため、今日に例会変更になりましたの
で、今日はささやかではありますが、ショートケーキを付け
させて頂きお祝いとさせて頂きました。
今後は 2000 回に向か
って皆さんで、頑張っていきましょう。
3 月 7 日～8 日は、
小林会長エレク
ト研修会
（ペッツ）
がありました。
小林エレクトにはご苦労様でした。
3 月28日の例会ではペッツの話を
していただけるそうです。此処ま
でくると年度は 70～８0％次年度
に入っています。小林エレクトに
は次年度宜しくお願い致します。
今日は第２回目の夜間例会です。
また、越谷の歴史の話をします。
今日は、埼玉鴨場、越谷市大林の宮内庁埼玉鴨場は、明治 41
年今からおよそ104年ほど前につくられたおよそ10ヘクタ－
ルの面積をもつ御猟場です。
ここは外国から来たお客さんや天皇はじめ皇族方が鴨の猟を
するために設けられた場所です。
この鴨は秋になるとシベリヤ方面から、餌を求めて日本にや
ってきて、春になるとまた帰っていく渡り鳥ですが、秋から
春にかけては数知れないほどの鴨が越谷の鴨場に集まりまし
た。そして毎年のように外国のお客さんや皇族など、たくさ
んの人がこの鴨場を訪れて鴨猟を楽しんでいました。昭和 32
年 3 月 11 日にも天皇、皇后、両陛下を始め皇太子や皇族がそ
ろって、鴨場を訪れ鴨猟を楽しんでいました。この時の新聞
記事によりますと皇后陛下は初めての鴨猟であったため獲物
は一羽だけだったと有ります。
また昭和 34 年の秋にも皇太子
ご夫妻が鴨場をおとずれています。もとはこの鴨場に数万羽
の鴨が集まったといいますが、今では都市化の影響からか集
まる鴨は少なくなるばかりだといいます。
でも越谷にはこの鴨場があるために、鬱蒼とした樹木が生い
茂る、昔ながらの緑地帯が残されています。

一般の人はこの鴨場に自由に、立ち入ることは出来ませんが
この緑地帯の今後を、私たちはあたたかく見守っていかなけ
ればいけないと思います。
参考文献 越谷の歴史物語（第三集）
幹事報告
染谷宗一幹事
1. 地区より地区協議会のご案内が来ています。
2. 地区より次年度の補助金申請についてのご案内が来て
います。
3. 地区より国際奉仕セミナーの案内が来ています。
4. 地区より国際奉仕事業参加のお願いが来ております。
5. 地区より４月７日開催「鎮魂と希望」のコンサートチケ
ット購入のお願いが来ております。
6. 地区青少年交換委員会より３月３０日受入ホストクラ
ブ会議のご案内が来ております。
7. 地区より（来日学生受入ホス
トクラブ会議）青少年交換委
員会関係者と派遣学生及び
来日学生を６月１１日に行
うとの連絡が来ております。
8. 第８Ｇガバナー補佐関森様
より３月１１日東武よみう
り新聞掲載の内容について
のお手紙が届きましたので、
昨日会員の皆様へＦＡＸ差
し上げました内容です。
9. 米山梅吉記念館より館報が届いております。事務局に保
管しておきます。また、賛助会員を募っているようです。
入会される方は私まで申し出て下さい。
そして、
４月２７日㈯春季例祭の案内も届いております。
11. 第８Ｇの越谷・越谷北・越谷東ＲＣよりプログラムが届
いております。
ホワイトボードに張っておきます。
12. 本日は１９００例会ですので、会長よりケーキを頂きま
したのでご報告致します。
尚、詳細は染谷幹事までお願い致します。

委員会報告等
◇親睦委員会
古希祝いについて

清村 勝之委員長

◇米山記念奨学常任委員会
石塚 一男委員
米山記念奨学生 馬 俊涛君送別会のお知らせ
◇クラブ管理常任委員長
IM ゴルフコンペについて

中島 頼光副幹事

ゲスト・ビジターご挨拶
第８グループガバナー補佐 越谷北 RC
IM について

関森 初義

様

３分間スピーチ
石塚一男会員
IM、インターシティミーティング（都市連合会）は、以前は
IGGF、IGF と言われていました。
都市間、
あるいは都市内の多くのロータリアンが一堂に会し、
ロータリー情報を学び、親睦も図る。
日本では一つ、あるいは複数の分区やグループ単位開催され
ることが多いです。
１９１２年、サンフランシスコ湾をはさんだサンフランシス
とオークランドの両市のロータリークラブが合同で例会を開
催したことにより、当時の国際ロータリー連合会から正式は
会合として、RI に移行されました。
昨年は、
越谷 RC 大野ガバナー補佐から米山支援に関する各ク
ラブのお話でした。
本年度は、関森ガバナー補佐のテーマ「心に響く、文化の絆
を」が開催されます。
当クラブの多くの会員の方、出席を宜しくお願い致します。
卓話
ロータリーの思い出

中野 忠茂会員

糸賀 正修会員

「１９００回例会に因んで」
藤田 達夫会員
当クラブは１９７４年６月２８日が創立記念日です。
創立メンバーで、いまでも在籍しているメンバーは池田泰三
さん、糸賀さん、中野さん、吉田さん、岸田さんの５名です。
皆、７０歳を超えています。
私は１９７４年１２月１３日が入会日です。
岸田さんは１９７４年９月２０日が入会日です。
１９７５年４月２７日が当クラブの認証状伝達式、チャータ
ーナイトです。
創立メンバーの５名と岸田さんと私を含めた７名がチャータ

ーメンバーです。
畔上喜一初代会長のもと、１９７５年４月２７日、越谷市立
南中学校で国際ロータリー加盟認証状伝達式が３４名の会員
及び令夫人が出席して、盛大に行われました。
もっとも、私は当時２７歳で、まだ令夫人をおりませんでし
たので、当時の会長、畔上さんに「お母さんに来てもらいな
さい。
」と言われ、母に相談したら出ると言うので、令夫人の
代わりに母親と出席したことを記憶しております。
私は、義兄の蒲生診療所、萬屋隆先生の紹介で入会させて頂
きました。
次年度は、創立４０周年を迎え、記念事業、記念式典の準備
も着々と進められて行きつつありま
すが、その間にはロータリアンでな
ければ経験できない色々な体験、ま
た国際的な経験もさせて頂いたと感
じております。
２００４年～２００５年ロータリー
１００周年の時にクラブ会長をさせ
て頂きましたが、姉妹クラブの台中
南クラブの同期の会長のアイロンさ
んとは、その時以来、親交を深めて
おります。
シカゴで行われた国際大会に参加したときには、アイロンさ
んが台湾の人たちとのグループと一緒に行こうとのことで、
ツアーに参加させて頂き、食事もご馳走になったりしたこと
もありました。
アイロンさんは医師ですが、お父さんは歯科医師で、戦前、
日本の歯科医学専門学校を卒業しているとのことで調べて欲
しいと言われ、調べてみたら京北高等歯科医学校と言いまし
て、それは浦和にかつてあった学校でした。
大正時代から戦前ありましたが、戦後、GHQ の指導により専
門学校から廃校の憂き目にあいました。
京北高等歯科医学校は県庁に行く途中、手前に共済会館があ
りますが、その場所に建物がありました。
何年か前に、当クラブの図画展に来た際、浦和にアイロンさ
んと奥様を案内しました。
共済会館を見つめて感慨深げでした。
今年も、先日、台中南クラブを訪問しましたが、アイロンさ
んや台中南クラブの皆さんには大変歓迎を受けて、親交を深
めてきました。

スマイル報告
本日初めて夜間例会にお邪魔しました。
第８グループガバナー補佐 越谷北 RC 関森 初義様
越谷北 RC 関森ガバナー補佐、ようこそ。
小林、石田、中村、野呂田、木佐、
１９００回例会おめでとうございます。
中野、神谷、赤松、清村、
１９００回例会記念卓話ありがとうございました。
岩淵、染谷、浅水、池田、深井、斉藤、
中尾、石塚、濱野、水町、仁多見、本田、
卓話ご静聴ありがとうございました。 糸賀、藤田、
結婚祝いありがとうございました。
中内、奥野、
小林エレクト、 ペッツご苦労様でした。
岩淵、吉田、
米山記念館訪問では大変お世話になりました。
石野、
本日、越谷東クラブにメイクアップに行ってきました。
小林、中島、池田（節）
、
ご入会頂いた池田節子会員のおかげで、出席率がアップしま
した。
加藤、
荒井さん、夜の例会は如何ですか？
中島、
遅刻しました。
遠山
出席報告
例 会
会

平成２５年３月１４日

数

５１名

出席

３３名

出席免除者

１１名

欠席

１４名

出

員

日

席

率

８４．６０％

MU 修正率

９２．３０％

前々回 MU

１名

会報担当：本田

――――― クラブプロフィール ―――――
☆姉 妹 ク ラ ブ 国際ロータリー第 3460 地区
台中南区扶輪社（中華民国台中市）
☆例
会
日 毎週木曜日（PM0：30～1：30）
☆例会場・事務局 〒343-0842
越谷市蒲生旭町 10-14 中野ビル 2 階
TEL 048－987-5761
FAX 048－987-5762
E-mail info@koshigayasouth-rc.jp

