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田中作治 RI 会長 

 

 

例会開始前の握手会 

 

ロータリーソング斉唱    （奉仕の理想） 

 

 

四つのテスト唱和     加藤 勉 会員 

 

例会プログラム 

司会 井上脩士会員 

黙祷  

点鐘 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

四つのテスト唱和 加藤 勉会員 

お客さま紹介 寺澤銀三会長 

  高野よし子様 

ふれあい鴻巣ウォーキング 実行委員長 

  渡辺秋夫様 

会長挨拶 寺澤銀三会長 

幹事報告 松本安永会員 

卓話 

「紀陸一夫会員・高野 剛会員を偲ぶ会」  

委員会報告 

親睦家族委員会 加藤 勉委員長 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 山口光男副 SAA 
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会長挨拶            寺澤銀三 会長 

 今日は、偲ぶ会ということで

高野さんの奥様がおみえで

す。お子さんの未来ちゃんが

来てくれるということで楽しみ

にしていましたが、来れなくて

残念です。未来ちゃんは、小さい時から知って

いて、大きくなったかな？大人になったかな？と

いつも見るのを楽しみにしています。今度会え

るときに立派な女性になっていることを楽しみに

しています。今日はいらしていただきありがとう

ございます。 

幹事報告          松本安永 幹事 

① 12月 6日（木）開催

の商工会主催、優良

従業員表彰 寺澤会

長、来賓として出席 

② 12月 26日（水）クラ

ブ忘年会。理事会終

了後 

③ 1月 17日（木）『SAKUJI作戦』推進説明会

開催。出席要請者は今年度会長、今年度会

員増強委員長、次年度会長、次年度会員増

強委員長あてに通知が届いています。締め

切りは 1月 11日となっています。 

④ 1月 26日（土） 第 2770地区職業奉仕セミ

ナー開催 1 クラブ 2,000円の負担金、12月

26日申し込み締め切り。 

⑤ 3月 22日（金）～24日（日） RYLA研修セ

ミナー：参加予定者未定 

次回理事会予定 

2012年 12月 26日（水） 

時間 18時 30分より  場所 和風レストラン

とき 

 

卓話 

「紀陸一夫会員・高野 剛会員を偲ぶ会」 

津田健三 会員 

紀陸先生は、私の尊敬出

来る先輩として何時も目標と

して来ました。100 才迄、生き

て欲しかったです。 

90 才を過ぎても現役で仕

事を続け、患者さんから慕われ、信頼されたお

人柄、そして何時もダンディーでスマート。上品

な遊び方、昔キャバレーで大騒ぎするようなこと

は決してしませんでした。銀座の高級な店で静

かに世間話をしながら、自分の生き方を語って

くださった姿が今でも思い出されます。そして、

88 才まで元気でゴルフを楽しまれた先生には

頭が下がります。いずれにしても、仕事もゴルフ

も飲み遊びも全てお手本で、生き方の見本とし

て目標にして来た私です。もっともっと一緒に居

たかったです。残念です。 

高野さんには、いろんなところでお世話にな

り、ご協力を戴きました。先ず、第一は、新クラ

ブ結成の時です。創立総会を平成 4 年 6 月に

開催しましたが、一つのクラブを二つに分け、

初代会長を言いつかりましたが、今までのクラ

ブから分かれて新しいクラブに移るということは、

勇気がいります。それを二つ返事で幹事を引き

受けて戴き、チャーターナイトの時は 37 名の会

員まで増やし、盛大に開催出来ました。共同作

戦による懸命なる勧誘の成果でした。 

二つ目は、私がガバナーの時の地区大会で

す。限られた予算の中で、その道の専門職を頼

まず、全て自前で二日間のプログラムを秒刻み

の沢山のスケジュールを組み、寸分違うことなく

運営出来たのは、正に高野さんの緻密な頭脳

だから出来たのだと思います。「準備のために

寝食を忘れて没頭しました。」と後で述べており
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ました。新クラブ結成も地区大会の成功も高野

さんのお蔭です。本当にありがとうございました。

ゆっくりおやすみください。 

小畑正勝 会員 

紀陸一夫会員および高野剛

会員は、鴻巣水曜ロ－タリーク

ラブ創立からのチャーターメン

バーです。入会当時からの思

い出をたどると初代津田パスト

会長の幹事を引き受けられ日々活き活きとされ

ていて、魅力溢れるクラブ創りをしていた頃が

目に浮かびます。 

又、こんな思い出話もありました。仕事でグァ

ム飛行場で入国審査を受けた時、審査官にパ

スポートを提出しようと自身の回りを探したが無

くて困ってしまい、そのうち時間が過ぎて警備

員が飛んで来て、別室に連れていかれ、パス

ポートを出してくれと要求されバックとかポケット

を懸命に探したが出てこない。いよいよ行き詰

まり先程出した財布の中に鴻巣水曜ロ－タリー

クラブの身分証明書が入っていたので手渡し

たところ、神妙な顔つきで「君はロータリアンな

のか」と聞かれ「そうだ」と答えると態度が一変し

て丁重な扱いを受けたそうです。アメリカでのロ

ータリアンの地位は一般に認められていると話

してくれました。 

高野さんは常にロータリアンの手本として私

達とも接し、家族と同じ様にロ－タリーを大切に

していたと思います。私と同席の場ではよくこん

な話題を話して「お互い高齢での子供なので

100 歳まではロータリアンで頑張ろう」と人生目

標をたてていました。 

紀陸一夫会員・高野剛会員ご指導ありがとう

ございました。ご冥福を祈ります。 

馬場知行 会員 

紀陸会員には、ロータリー活

動はもとより、私どもの寺の行事

にも参加したり心づかいを頂きま

した。また会員の干支にちなん

でお守りを配るなど暖かい人でした。ロータリア

ンの鏡として皆さんに尊敬されていました。 

高野さんには、年齢そしてロータリー歴にお

いても大先輩ですが、私の職業（住職）柄から

一目置いてくれました。そして、豊富なロータリ

ーの知識を我々にていねいに教えてくれました。

ご冥福を祈ります。 

長谷川信子 会員 

1994 年、高野さんが突然家に

来られ「女性として、水曜 RC に

入ってくれないか？」とお話しを

いただきました。当時、一業種一

人ということで入会がかないませ

んでした。その後御縁があり、2008 年に入会さ

せていただきました。外から漠然と見ていたロー

タリアンと入って見たロータリアンとのギャップで、

個人的な考え方で一時休んだことがあります。

その時、紀陸先生から「どうしたんだい」と電話

がありました。「ロータリーは楽しいだろ、だめだ

よ、来なくっちゃ。皆の顔、見たくなるだろ。」と

お電話いただきました。 

52,3 人、会員がいらっしゃいましたが紀陸先

生だけ、電話をいただきました、忘れられません。

「宝を失った、水曜RCの宝を失った」という思い

がしました。高野さんも杖をつきながら、酸素を

持ちながら私より早く二人ともこの 3 階まで上が

ってくるんですよね。尊敬してやまぬ二人です。 

今見ている朝ドラのホテルの創業者が、壁に

貼ってある「歩み寄るものに、安らぎを！去りゆ

くものに、幸せを！」 まさにお二人が背中で示

していたのだなと思います。いつも、パーキン

グ・バザールで自ら販売したり触合ってやられ

ていた高野さん。紀陸先生も現役で、電話をか

けていただき「患者が帰るんだよ」、同じ町内で

もありまして、今でもそこにいるような。周年記念

など亡くなるまで娘さんに「六月まで、籍がある

んだから」とおっしゃっていただいたそうです。

本当にすばらしいな。 

今日、偲ぶ会が催されて本当によかったと思

います。毎日毎日、一日でもいいから何かひら
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めいたら、明日の輝きにして、私たちは大切に

生きなくてはいけない、そう思います。 

 山口光男 会員 

紀陸先生は、私の父と同じ

歳ということでロータリーの先輩

ではあるが、父親の様な感じを

持っていました。いろいろな所

でロータリーアンとしての姿勢

というものを教えていただきました。常にクラブ

の会員に対して、温かい目で接してくれたこと

に感謝します。 

高野会員は、私がクラブに入会する時誘い

がありました。当時の津田会長、高野会員、菊

池先輩が我が家に来てくださり、ロータリーの事

を説明してくださいました。このあと直ぐに入会

させていただきました。一番の思い出は、津田

ガバナー年度の地区大会です。高野会員が実

行委員長で大会全体のプログラムを作成し、加

藤文男会員が舞台進行の担当、私が会場の担

当、退会した長島昭会員が子クラブ 8 クラブに

対して、大会当日の役割について詳細説明を

する担当で、全クラブを 4 人で回りました。高野

会員は、大会が無事終わった時、役目を全うし

たことだと思いますが、舞台裏でそっとハンカチ

を手にしていた後ろ姿をいまでも鮮明に覚えて

います。二人のご冥福をお祈り申し上げます。 

井上脩士 会員 

紀陸先生、高野さんのご冥福

をお祈りするとともに、医師とし

て先輩お二人の志を受け継い

でいこうと考えています。 

 

高野よし子 様 

 

本日はこのような機会を設けて頂きまことにあ

りがとうございます。 

生前は、高野が大変お世話になりました。あ

りがとうございました。ロータリーの皆様と過ごし

た大切な日々は私たち夫婦にとって、大切な宝

物となりました。今でもいろいろなことが走馬灯

のように思い出されます。子供とともにいろいろ

なところに旅行に行くことができました。また、た

くさんの行事に参加することができ、さまざまな

経験をすることもできました。 

晩年は、病気との闘いでしたが、一度も弱音

を吐くことはありませんでした。高野とこんなに

早く別れるとは想っていませんでした。今でも信

じられません。最後に言ってくれました「ありがと

う」の言葉が忘れられません。どうか、皆様も高

野のことを少しでも心の片隅の留めておいてい

ただけましたら幸いです。本日は本当にありが

とうございました。 

委員会報告  

職業奉仕委員会 小林玲子 委員長 

第 2770地区 職業奉仕セミ

ナー開催のご案内です。 

1. 日時：平成 25年 1月 26

日(土) 登録受付 午後 1

時 30分 

2. 場所：さいたま文学館ホール 桶川市若宮

1-5-9 

3. 開会点鐘：午後 2時 閉会予定 午後 5時 

4. 基調講演：宮端清次氏 (元株式会社はと

バス代表取締役社長)  お茶いっぱいから

始まった“はとバス”の経営改革 
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   ～私の実践的経営論～ 

参加お願い致します。 

加藤 勉 委員長 

来週のクリスマス例会・ゴルフ

コンペの案内をいたします。コ

ンペ参加者には、組合せ表を

お渡ししてあります。ボーリング

の参加者は、9 名。ワウンドワン

に午後 1時集合です。 

出席報告         宮城 仁 委員長 

 

 本日 修正 

 12月 12日 12月 5日 11月 26日 

 986回 985回 984回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 30 30 30 

出 席 数 19 19 30 

欠 席 数 11 11 0 

例会出席率 63.3% 63.3% 100% 

Ｍ Ｕ 数 3 4 0 

合計出席数 22 23 30 

出 席 率 73.3% 76.6% 100% 

 

スマイル報告       山口光男 副 SAA 

 

 

スマイル 1  高野よし子さま、ようこそいらっしゃいませ！ 

津田健三会員・小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正

勝会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会員・山口光男会員・

間室照雄会員・松本安永会員・加藤文男会員・井上脩

士会員・仁見惠美子会員・小林玲子会員・宮坂良介会

員・小林 功会員・寺西修身会員 

スマイル 2  紀陸一夫会員・高野剛会員へ思い出卓話

お願いします。 

津田健三会員・小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正

勝会員・寺澤銀三会員・馬場知行会員・山口光男会員・

松本安永会員・加藤文男会員・仁見恵美子会員・小林

玲子会員・小林 功会員・寺西修身会員 

前回までの合計 273,955 円
本 日 の 合 計 23,000 円
次回繰越金合計 296,955 円  

 

宮坂良介 会員 

 今年の 4月より鴻巣市医師

会の会長をしております。約

100名の会員、80施設、4病

院でなりたっています。 

ポリオについては、専門外な

のでコメントを控えます。 

 

 

 

編集後記 

衆議院選挙も終わり、いよいよ年末になりま

す。今年も皆さん無事に年が越せますように、

お祈りいたします。今年一年、皆様にとりまして

はいかがな年でしたでしょう。年末年始、酒など

飲みすぎ・食べ過ぎに注意してお過ごしくださ

い。SI 
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今後の活動予定 

 

 

12月 19日

（水） 

第 987回移動例会 

年次総会 クリスマス例会 

12月 26日 

（水） 
振替休会 

12月 31日 

（水） 

第 988回移動例会 

大晦日 初詣 

1月 9日 

（水） 

第 989回通常例会 

会員誕生月祝い  結婚月祝い 

会員一言発表 

月信・友紹介 

1月 16日 

（水） 

第 990回通常例会 

外来卓話 ロータリーの友地区

代表委員 大杉能弘委員 

花チャリティ 

1月 23日 

（水） 

第 991回通常例会 

会員卓話 宮城仁米山記念奨

学委員長 

1月 30日 

（水） 

第 992回通常例会 

会員卓話 松村豪一会員 

2月 6日 

（水） 

第 993回通常例会 

会員誕生月祝い 令夫人誕生

月祝 結婚月祝い 

月信・友紹介 

2月 13日 

（水） 

第 994回通常例会 

原口和久鴻巣市長 卓話 

2月 20日 

（水） 
振替休会 

2月 22日 

（金） 

第 995回移動例会 

第 5グループ ＩＭ 

上尾東武バンケットホール 

2月 27日 

（水） 

第 996回通常例会 

新会員 卓話 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士     副委員長  間室照雄 

委  員 山口光男 小林玲子 小林功 田邊 聖 


