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本日は、ガバナー補佐訪問です。ようこそ、本
庄 RC 夜間例会にお越し下さいました。心より、
歓迎いたします。井上ガバナー補佐には、例会前
に今年度の本庄 RC の書類の監査をして頂きまし
た。お気づきの点が御座いましたらどうぞご指導
宜しくお願いいたします。本日の夜間例会は、井
上敏夫ガバナー補佐のご挨拶と五十嵐塾生の武正
進介会員のイニシエーションスピーチです。「イ
ニシエーションスピーチ」を辞書で調べますと
「人間が成長していく過程で必ず経験しなくては
ならないこと」と書かれています。夜間例会で五
十嵐塾生の皆さんがスピーチをすることで自己の
成長は勿論ですが、会員皆様とのつながり、絆が
深まっていけると信じています。夜間例会では、
五十嵐塾生の皆さんのスピーチを予定しています
のでどうぞお楽しみに。７月２３日（月）熊谷市
で国内最高気温 41,1 度を記録しました。全国２
１地点で史上最高気温を更新し、気象庁は記者会
見をひらきました。「命の危険がある温度で、今
まで経験したことのない暑さです。この猛暑は一
つの災害です」と警告が鳴らされました。お風呂
のお湯や、インフルエンザの発熱より高い温度で
す。皆様も熱中症には十分、注意して頂きたいと
思います。熱中症予防には水分、塩分をとること
は良く知られています。もう一つ熱中症予防のポ
イントは、テレビの朝のニュースや天気予報をみ
て、その日の温度、暑さ指数を確認することだそ
うです。「今日は暑くなる。今日も猛暑になる。
だから自分自身で気を付けよう」と意識すること
が大切だそうです。個人差はありますが、お水を
1 口「ごっくん」する量は 20～30cc です。９回
位「ごっくん」すると、２００cc 前後です。成人
の 1 日の水の摂取量は 1,2ℓ位と言われています。
自分がどれぐらいの量を飲んだかの目安にしてみ
て下さい。1 週間あまりで 7 月も終わり夏本番の

8 月です。まだまだ暑さは続きますので、健康管
理には留意され、暑い夏を乗り切って頂きたいと
思います。先週の第 3 例会では、加藤玄静パスト
会長に「私とロータリー」のテーマで卓話を頂き
ました。加藤パスト会長卓話は、動画にて配信さ
せて頂きますので、ご出席できなかった方、もう
1 度お聞きになりたい方もどうぞご覧ください。
皆様は、本庄 RC のホームページを見て頂いてい
ますでしょうか？毎週の週報が掲載されていま
す。今年度高橋公共イメージ委員長を中心に、公
共イメージ委員会で、週報を作成して下さってい
ます。公共イメージ委員会の心のこもった週報を
是非とも読んで頂きまして、ご感想をお聞かせ頂
けたらと思います。7 月 22 日日曜日、第 1 回職
業奉仕部門セミナーが開催されました。茂木ガバ
ナー・加藤パスト会長・高柳パスト会長・茂木会
長エレクト・渋澤地区幹事・長谷川職業奉仕委員
長・私で参加してきました。委員会報告の時、長
谷川委員長より報告をお願いしたいと思います。
７月２４日には、深谷 RC・深谷東 RC・深谷ノ
ース RC・岡部 RC 合同 ガバナー公式訪問に随
行させて頂きました。皆様には、深谷グランドホ
テルの玄関で看板までご準備頂き、迎えて頂きま
した。入会 5 年未満の会員の皆様と会長・幹事、
総勢 30 人の皆様とガバナーとの懇談会は、時間
が立つのも忘れるくらい色々とお話が出来まし
た。とても有意義な時間を過ごさせて頂きまし
た。例会開始は、4 人の会長さんがそれぞれの４
つの鐘を、心を一つにして、点鐘。井上ガバナー
補佐自ら、ソングリーダーを務められ、和気あい
あいの例会で、大変素晴らしい例会に参加させて
頂きました。ありがとう御座いました。最後に
「国際ロータリー第 2570 地区 茂木正ガバナー
より「平成 30 年 7 月西日本豪雨義捐金のお願
い」が届いています。西日本を襲った記録的豪雨
で 200 人超の方が犠牲になられ、依然として５０
人以上の安否が分かっていません。避難者 4890
人 住宅被害 3 万 3011 棟 。お亡くなりになり
ました方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます
と共に被災されました皆様へ お見舞い申し上げ
ます。当地区も、復興支援として義捐金を募り、
被災地へお届けすることとなりました。ひとりで
は被災地の方々の為に何かして差し上げたいと思
っても、何をどうしたら良いのかわかりません。
2570 地区として茂木ガバナーが行動されていま
す。本庄 RC としましても、茂木ガバナーの温か
い心を組んで頂きまして皆様のご寄付のご協力を
お願い申し上げます。本日より、8 月の第 2 例会
まで、募金箱を設置させて頂きますので、ご協力
を宜しくお願いいたします。 
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五十嵐塾生            「夏の思い出」合唱       本年度１回目の夜間例会を 

武正進介会員                           盛大に盛り上げて頂きました！ 

 
ニコニコ BOX 
フリーメッセージ 
人間的にあぶないガバナー補佐訪問なので本日監視役をクラブより派遣致しました。どう
ぞ宜しくお願い致します。また、来年２月 23 日開催の IM につきましても井上ガバナー補
佐の歌謡ショーにならないよう努力いたしますので御協力をお願い申し上げます。 

岡部ロータリークラブ会員一同 
第 2570 地区第 4 グループガバナー補佐 井上敏夫様（岡部ＲＣ）、会長エレクト柿木左近
様（岡部ＲＣ）ようこそいらっしゃいました。夜間例会楽しんでいってください。 

会長 五十嵐敦子                                                                                                                 
定番メッセージ 
本日は初めての第４例会ニコニコＢＯＸです。皆様宜しくお願い致します。週末は台風が
通過する恐れがありますので十分に備えてください。 
五十嵐敦子 金井福則 坂本雄一 萩原達夫 佐藤賀則 渋谷修身 茂木聡 巴高志  
茂木正 高橋福八 永井保之 高橋順容 浅香匡 笠原勝 藤井仁 武正進介 池田敦司 
戸谷清一 青木貴彦 春山茂之 坂田清茂 渋澤健司 真下功 土屋進 政裕美子  
滝澤博史 井上秀一 鈴木純 今井善彦 金子章 井田正志 中村孝 飯塚明男 

会員数 出席免除会員 出席義務会員数 出席会員数 M・U 数 出席率 

77 3 74 38 17 74.3％ 

次回プログラム発表 

8 月 2 日 第 1 例会 2669 回例会 点鐘 12：30 分 
場所：埼玉グランドホテル本庄 
卓話例会 卓話者：鈴木峯一様（元美里町教育長）テーマ「木村九蔵氏を通しての白楊高
校について」 

公共イメージ委員会 高橋順容委員長・堀野健太副委員長・戸谷清一会員・橋本和也会員 
■例会日 毎週木曜時 12：30～13：30     ■例会会場 埼玉グランドホテル本庄 
■事務所 埼玉グランドホテル本庄 700 号    E メール honjorc@themis.ocn.ne.jp 

〒367-0041 本庄市駅南 2-2-1          ホームページ 
  TEL0495-22-7522      http//www.globals.jp/hp/HRotary/index.html 

 


