
進 行：SAAチーフ 坂本雄一        点 鐘：午後 12 時 30 分  橋本恒男 会長 
国 歌：君が代               ソング：奉仕の理想 
 

〔会長挨拶〕        橋本恒男 会長 

 
皆さん、こんにちは。本日のお客様ご紹介します。 

ロータリーの友の編集長 二神典子さんです。二神さん

は、東京築地ロータリークラブの会員です。 
本庄南ロータリークラブの浅田進さんです。 
加藤玄静パストガバナーがアメリカのシカゴでのセミ

ナーを終えて、無事に帰国しました。後ほど、帰国報告

をしていただきます。 
話は変わりますが、先日、業界の会議のため、地下鉄

銀座線に乗車しました。一番後ろの車輌に乗車すると、

白い杖を持った小学２年生くらいの女の子が、母親らし

き人と乗車して来ました。母親の腰のあたりにしっかり

とつかまり、目が不自由な様でした。その娘に母親らし

き人が話しかけると、暗い顔をせずに笑顔で対話してい

ました。もし親がいなくなったら、どんな風に生活して

行くのか、私なりに心配してしまいました。角膜移植で

目が見えるようになればいいなと、心の中で祈っていま

した。アイバンクの大事さをとても感じました。そして、

偶然にもその親子に会ったのは、その日が２回目でした。

以前の会議の際にも見かけた事があります。もし今度ま

た会ったら、頑張れと、一声かけたい気持ちでいっぱい

です。彼女が幸せになる事を願ってやみません。 
本庄ロータリークラブへ、創立５０周年のお祝いのメ

ッセージがＲＩ会長の田中作次様より届いております。 
５月１０日、深谷東ロータリークラブの創立３０周年

例会に、私と幹事で出席します。 

５月１２日、東松山ロータリークラブの創立５０周年

例会にも、私と幹事で出席します。本日も宜しくお願い

します。 
 
〔幹事報告〕        澁澤健司 幹事 

 
１．2011～2012年度 国際ロータリーカルヤン、バネル 
ジー会長より国際ロータリーのロータリー財団より、 
本庄ロータリーに 2億ドルのチャレンジへ多大なる 
貢献を果たした感謝状が届いております。 

２．本庄商工会議所 高橋福八会頭より平成 25年度通常 
議員総会のご臨席の案内が届いております。日時は 
5月 23日木曜日午後 5時埼玉グランドホテル本庄 
で行います。 

３．埼玉県倫理法人会設立 30周年記念式典のご案内が 
届いております。日時は 7月 31日水曜日 16:45分 
パレスホテル大宮で行います。 

４．国際ロータリー第 2570地区青少年交換社会奉仕部 
門  木藤文雄委員長より、社会奉仕活動のデータベ 
ース化についてご案内及びサンプルが届いておりま 
す。 

５．国際ロータリー第 2570地区 地区大会実行委員長よ 
り地区大会協力のお礼の文章が届いております。 

６．加藤玄静パストガバナーからシカゴ国際会議のお土 
産が届いております。 

７．ロータリーの友 5月号、ガバナー月信 11号が届い 
ております。 
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８．かわら版こだま 338号が、笠原勝編集長より入り口 
にご用意させて頂いております。ロータリー書き損 
じハガキの回収報告及びタイムカプセル開封式が案 
内されております。 

９．5月 25日土曜日午前 10:00より秩父市羊山公園内に 
て、奉仕活動のご案内が来ております。本庄ロータ 
リーメンバーの皆様に FAX致しますので多くの皆 
様の参加よろしくお願いします。 

１０．第 2570地区クラブ奉仕部門  会員増強委員会 高 
柳育行委員長より、残り 2ヶ月となって参りまし 
たが、次年度に向けて新会員について考えてみて 
はいかがでしょうか、と絵葉書が届いております。 

１１．本庄ロータリーの服装について 5月よりクールビ 
ズと致しますのでよろしくお願いします。 

 
〔来訪者紹介〕 
ロータリーの友        二神典子 編集長  
 

〔帰国の挨拶〕 
加藤玄靜 パストガバナー 

 

〔会員増強の表彰〕 
狩野輝昭 直前会長・横尾 巧 前年度幹事 

 
 

「ロータリーの友」より感想報告 
広報雑誌委員会       笠原 勝 副委員長 
 

〔5月の会員誕生祝い〕 

 
今泉憲治  5月   1日  内野昭八郎 5月 29日 
加藤玄静  5月 28日  金沢喜作  5月   7日 

岡芹正美  5月 26日  金子 章  5月 18日  
渋澤健司  5月 24日        野村正行  5月   8日  
春山茂之  5月   7日       長谷川京子  5月 27日  
髙橋 祐介 5月 20日       土屋 進   5月 27日 
 
〔5月の会員結婚祝い〕 

 
岡芹正美    5月   8日  加藤玄静    5月   7日 
金子 章    5月 26日  坂本優蔵    5月   5日 
渋谷修身    5月 21日  関口礼子    5月 24日 
塚越 茂    5月 13日  巴 高志    5月   3日 
中村 孝    5月 14日  飯塚章治    5月 10日 
福島正美    5月 10日 
 
〔書き損じハガキ報告〕 
国際奉仕委員会        須永秀和 委員長 
 
〔卓話者紹介〕    加藤玄靜 パストガバナー 
 
〔会員卓話〕                    
ロータリーの友        二神典子 編集長 

 
 
投稿 3つの条件 
1. ポイントを絞る。 
2. 読者は皆様や皆様のクラブを知りません。必要に応
じて説明を入れる。 

3. 活動日時（活動 1ヶ月以内の記事 1ヶ月以上過ぎて
はだめ） 

投稿についてはこの 3点を条件に書くと良い。 
 
 



掲載される 3つの条件 
1. ロータリーの友のクセを知り、今話題になっている
事は何か。 

2. ロータリーの友をよく読み、新聞・雑誌・テレビな
どで一般の情報を知る。 

3. 文字数や写真を合わせ、話題になっている物や、単
語を意識して原稿を書く。 

編集部では、この 3点を見て選んでいるようです。 
 
〔お礼の挨拶〕       五十嵐敦子 副会長 
 
〔ニコニコ BOX〕 
浅田 進 
「二神編集長と一緒に、本日、本庄 RC訪問いたしまし
た。皆様よろしく。」 
 
橋本恒男 
「タイムカプセルの葉書が届きました。ありがとうござ

いました。」 
 
加藤玄靜 
「無事帰国しました。報告は後程します。ロータリーの

友編集長、シカゴでは大変お世話になりました。」 
 
内野昭八郎 
「先週のゴルフコンペでは、はからずも優勝し、本日は

又、誕生祝いをいただきました。ありがとうございまし

た。」 
 
渋谷修身 
「「１２年前の自分」からハガキが届きました。茂木 

聡会員ありがとうございました。」 
 
茂木 聡 
「ロータリーの友編集長二神典子様、ポリオ撲滅の特集

並びに平和フェローに関しての記事しっかり読ませてい

ただきます。」 
 
中村 孝 
「今月、誕生祝いを頂きました。皆様ありがとうござい

ます。」 
 
「ロータリーの友二神典子編集長、本庄ロータリークラ

ブにようこそいらっしゃいました。本日は卓話宜しくお

願い致します。又加藤玄靜パストガバナー、アメリカか

らお帰りなさい、お疲れ様でした。」 
橋本恒男 渋沢健司 横尾 巧 野村正行 須永秀和 
岡崎正六 矢島淳一 五十嵐敦子 真下恵司 福島文江  
竹並栄一郎 杉山淑子 高柳育行 中島高夫 飯塚明男 
戸谷清一 
 
 
 
 

〔出席報告〕 
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