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〔会長挨拶〕        橋本恒男 会長 

 
皆さん、こんばんは。本日の夜間例会は、橋本・渋澤

年度最後の例会です。 
本日のお客様をご紹介します。本庄南ロータリークラ

ブの長沼 章様です。同じく河原 淳様です。河原様は、

交換留学生のホームステイ先となっております。台湾か

らの交換留学生の洪 巧恩さんです。ロータリー財団の

グローバル奨学生の柳田有紀さんです。米山奨学生のハ

イトウ君です。ハイトウ君には後ほど奨学金をお渡しし

ます。 
本日のさよなら例会は、９４名というたくさんの人に

ご参加いただき、ありがとうございます。 
２年半前、狩野直前会長より会長のお話をいただいた時、

任期中大丈夫かとすごく心配でした。会長をお受けした

時、私は「素直に聞きます、貴方の注意」を心に決め、

実践してまいりました。そして、常に信用、正直、笑顔、

約束を守る、この４点を頭の中に入れ、行動してまいり

ました。 
そして、昨年７月２２日（日）打ち水大作戦から始ま

りました。この日は、茂木聡委員長の骨折りで、本庄早

稲田駅前で実行しました。気温２５度から打ち水をした

後は、２１度まで温度が下がり、効果がありました。 
浴衣で参加していただいた、五十嵐会員、長谷川会員、

渋澤幹事の奥様に花を添えていただき、ありがとうござ

いました。 

また、７月、８月の週報を改めて読み返しますと、会

長の時間の話は高校野球の話が多かった様です。興味の

ないみなさまには、大変申し訳ありませんでした。 
９月の第２週に催したガバナーの公式訪問の際は、ク

ラブ協議会にたくさんの会員の皆さまに残っていただき

ありがとうございました。特に鈴木ガバナーより、中井

ガバナーエレクトの件で発言を求められエレクト問題が

こじれているのだなと感じておりました。 
１０月１８日（木）県の補助金を利用し、マリーゴー

ルドの丘に植栽事業を行いました。 
当日は本庄幼稚園の園児５０人に協力いただき、山桜３

０本とエゴノ木２０本計５０本を大雨でしたが、無事に

終了しました。５~６年後には、名所になると思います。 
当日は大雨でしたので、園児が風邪を引かないかと心配

しておりました。 
後日、五十嵐さんに聞くと、園児１人も風邪を引いてい

ないとの事で、安心しました。 
１０月２５日（木）は親睦旅行を催しました。鎌倉の

大仏殿、高徳院様の大広間をお借りして行った例会は、

伝統と格式、また大変な歴史のある会場で出来た事は、

私の一生の思い出になると思います。夜は、東京 四ツ

谷のレストラン「ミクニ」で、フルコースの食事を小泉

代議士同席のもと、いただきました。 
１１月２５日（日）大勢の会員参加のもと、本庄市恒

例の楽市に参加し、会員より持ち寄った商品を販売し、

売上を社会奉仕の一部に使わせていただきました。 
１１月中旬に、茂木正団長以下５名の会員が、本庄市

長のメッセージを持って、ネパールの学校の開校式に立

会い、大変ご苦労さまでした。この模様は、後日ケーブ

ルテレビで放映されました。 
１２月６日（木）年次総会で会長ノミニーが萩原達夫

会員に決まりました。また、幹事には五十嵐会員が発表

されました。 
１２月２０日（木）恒例のクリスマスパーティーをア

メイジンググレイス五州園で開催しました。当日は生バ

ンドの演奏、パスト会長のコーラス、三人娘歌等、大変

盛り上がり、出演者の方々、ありがとうございました。 
今年に入った２月９日（土）第四グループのインター

ミーティングが深谷のグランドホテルで行われました。

懇親会で１１クラブが自慢の出し物をする事になってお

り、本庄クラブは三人娘が踊り歌い、その後で会員が学
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生服姿等で踊るという芸を披露しました。結果は１１ク

ラブ中第２位という好成績で、本庄クラブの面目を果た

しました。ご苦労さまでした。 
３月１４日（木）社会奉仕の一部で、本庄幼稚園の園

児と一緒に老人ホームのトマト村へ訪問しました。園児

の歌とお遊戯を計７曲、披露しました。楽しい時間はあ

っという間に過ぎ、園児よりお年寄りにプレゼントを差

し上げ終了しました。 
５月１６日（木）本庄ロータリークラブ創立５０周年

記念例会が行われました。盛大にして、格式のある例会

だったと他のクラブの皆様にも声を掛けていただき、喜

んでいただけたようです。 
ネパールの学校、米山奨学生のお世話、交換留学生の

お預かり等、国際奉仕にはお金と時間を費やしましたが、

本庄市になにか社会奉仕になる事はないかと考え、書き

損じ葉書等の売上を資本に、学童保育所への支援をしよ

うという事で、７ヶ所へ支援金を進呈しました。 
橋本・渋澤年度のスローガン「奉仕と友情 全員参加

でこれからも」を掲げ、事業計画書に挙げた５大奉仕委

員会の目標について、ほとんどの目標について達成出来

たと思いますが、一つだけ達成出来なかった事がありま

す。それは出席率の向上です。次年度はもっと出席率を

上げるよう話したいと思います。本当に最後になります

が、ここに出席いただいた全ての皆様に感謝申し上げま

す。どうもありがとう。特に渋澤幹事、ありがとう。も

う１回言います。全ての人に感謝、ありがとう。終わり

ます。 
 

〔幹事報告〕        澁澤健司 幹事 

 
１．過日本庄ロータリーの会員の皆様に FAX及びメー 

ルで送らせて頂きました、ご夫婦の結婚記念日の西 
暦を入れて返信して頂きたいと思います。現在事務 
局で結婚記念日の月日迄は把握しておりますが、何 

       年に結婚したかが解りませんのでよろしくお願い致 
します。 

２．本日のさよなら例会に参加頂いております、交換留 
学生の洪さんのお着物を佐藤賀則 親睦委員長より、 
ご好意でご用意いただき着付け頂きました事をご報 
告致します。 

３．一年間幹事の役職を務めさせていただき無事全う出 
来ましたのも、会員の皆様及び家族の皆様のご協力 
のおかげと存じます。心より感謝申し上げるととも 
に、本日の「さよなら例会」を参加者の皆様にとっ 
て楽しいひと時にしたいと思います。一年間本当に 
ありがとうございました本日は、よろしくお願いし 

ます。 
 

〔来訪者紹介〕 
本庄南ロータリークラブ    

長沼 章 カウンセラー  
ロータリー財団奨学生   柳田有紀 さん 
米山奨学生        裴 涛 君 
交換留学生        洪 巧恩 さん    

 

〔米山奨学生へ 5月の「奨学金」渡し〕 
〔米山留学生挨拶〕 米山奨学生 裴 涛 君 

 
 

〔国際大会参加者報告〕 
地域活性化委員会     茂木 聡 委員長 
 

〔表 彰〕 
クラブ在籍年数 10年  岡芹正美 会員 
クラブ在籍年数 20年  温井一英    会員 
クラブ在籍年数 30年  渋谷修身 会員  
古希の御祝（70歳）   福島文江    会員 
             笠原 勝 会員 
                                              加藤玄静    会員 
喜寿の御祝（77歳）   下山正男    会員 
             春山茂之 会員 
金婚式の御祝       梅村孝雄    会員 
             関根 貢 会員 
叙 勲 祝                                藤井 仁    会員 
 

新会員紹介                          永井保之    会員 
                                              政 裕美子    会員 
 

新会員増強貢献者             金子 章     会員 
 

出席優良会員                  
加藤玄静 真下恵司 茂木 正 井河彰久 

春山茂之 坂本優蔵 飯塚明男 茂木 聡 

竹並栄一郎 矢島淳一 高柳育行 笠原 勝   
五十嵐敦子 渋谷修身 （各会員） 

 

ニコニコボックスの投入奉仕者 
 萩原達夫 矢島淳一 藤井 仁 茂木 聡   
関根 貢 金澤喜作 渋谷修身 春山茂之   
福島 修 （各会員） 



特別感謝状    加藤玄静 パストガバナー 
   

諮問委員の答申・助言   
加藤玄静 パストガバナー 

 

出向先委員会の任務    
加藤玄静 パストガバナー 

 

米山記念奨学生世話クラブとして感謝状 
              橋本恒男 会長 
 

青少年交換プログラム    橋本恒男 会長 
 

諮問委員の答申・助言  
高橋福八 パストガバナー 

 

社会奉仕部門の任務  春山茂之 パスト会長 
 

研修委員会の任務      茂木 正 会員 
 

新世代部門の任務      温井一英 会員 
 

米山記念奨学部門の任務   坂本優蔵 会員 
 

財務委員の任務       真下恵司 会員 
 

〔花束贈呈〕 
退会者 野村正行 会員 杉山淑子 会員 

 
 

次年度会長・幹事から今年度会長・幹事へ 

 
 
 

〔ニコニコ BOX〕 
高柳育行 
「ポルトガルでの世界大会、楽しんできました。」 
 
茂木 聡 
「本庄ロータリークラブの皆さま、R財団奨学生柳田有
紀さんのスポンサークラブとして一年間お世話になりま

した。」 
 
杉山淑子 
「14年と 2ヶ月本当にお世話になりありがとうござい
ました。皆様の今後の御活躍と御多幸をお祈り致してお

ります。」 
 
佐藤賀則 
「本日は、宜しくお願い致します。」 
 
竹並紀松 
「橋本年度お疲れ様でした。」 
 
関根 貢 
「金婚式のお祝い有難うございます。」 
 
「一年間お世話様でした。さよならパーティー楽しく過

ごしましょう。」 
橋本恒男 渋沢健司 矢島淳一 巴 高志 岩渕富男 
五十嵐敦子 永井保之 石原 修 中島高夫 斉藤一英 
政 裕美子 織田裕之 飯塚章治 渋谷修身 加藤玄静 
坂本雄一 今泉憲治 高柳育行 須永秀和 中村 孝 
小山雅彦 井河彰久 狩野輝昭 山田喜一 浅香 匡 
長崎隆司 萩原達夫 横尾 巧 塚越 茂 福島文江 
戸谷清一 髙橋祐介 髙橋福八 岡崎正六 山本道彦 
藤井 仁 三宅健吉 岡芹正美 田中 克 野田貞之 
福島正美 笠原 勝 真下恵司 下山正男 内野昭八郎 
竹並栄一郎 春山茂之 野村正行 飯塚明男 関根 貢 
町田博文 金子 章 横尾セツ 茂木 正 坂本優蔵 
 
次回プログラム発表 

7月 4日（木）ＰＭ12：30～第１例会 
クラブ協議会 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



懇親会（さよならパーティー） 
 

〔会長挨拶〕        橋本恒男 会長 
 

〔乾 杯〕      狩野輝昭 パスト会長 
 

マジックショー 

 
 

フォークダンス 

 
 

お孫さんから会長夫妻へ 
・息子さんから幹事夫妻へ花束贈呈 

 

本庄 RC三人娘の歌とダンス 

 
 

大抽選会 

 
 

〔第一の〆〕   矢島淳一 会長エレクト 
 

〔第二の〆〕   野村正行 パスト会長 
 

〔第三の〆〕   加藤玄靜 パストガバナー 
 

手に手つないで 
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