
進 行：SAA 藤井 仁             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。今日は４月中旬ごろの気温にな

り、暖かな日となりそうです。 
本日午前中（１０時半）に、トマト村を訪問しました。 
本庄幼稚園の園児約５０名と一緒です。園児たちの３曲

にわたる遊戯と踊り、それと入園者のお年寄り全員に花

を一輪と園児手作りのメダルをプレゼントしました。 
最後に全員でうれしいひな祭りを合唱し、約５０分間の

訪問が終了しました。本庄幼稚園の園児の皆さま、ご苦

労さまでした。 
２月２４日日曜日に米山奨学生の今年度の終了式が行

われました。戸谷清一カウンセラーと参加しました。 
全ての行事が終了した後、戸谷さんが全員の奨学生と別

れの握手を丁寧に一人一人としているのが印象的でした。 
本日例会終了後、創立５０周年例会の記念事業に対し

てのアドバイスとご意見を承りたく、パスト会長会を開

きます。実行委員会より説明してもらいます。 
来週は本庄警察署長の卓話と若い警察官２名の表彰を

行います。たくさんの会員の参加をお待ちしています。 
本日も宜しくお願いします。 
 
 
 
 
 
 

〔幹事報告〕        澁澤健司 幹事 

 
１．国際ロータリー2570地区、鈴木秀憲ガバナー・木 
藤文雄社会奉仕部門委員長より、第二回社会奉仕部 
門セミナー開催のご案内がとどいております。日時 
は 3月 16日土曜日 14：30点鐘、場所は「県立さき 
たま史跡の博物館」で行います。 

２．第 5会会長・幹事会のお知らせが来ております。 
日時は 4月 6日土曜日午後 6：30分、 
有恒クラブ   羊山亭(ようざんてい)で行います。 

３．3月 3日読売新聞埼玉版に東日本大震災被災地に対 
して、ロータリーが支援している記事が掲載されて 
いますのでご紹介致します。 

４．2013 年地区協議会開催のご案内が届いております。 
       日時は 4月 10日水曜日点鐘 14:00時、場所は川越プ 
リンスホテルとなっております。 

５．2013年地区協議会議案及び報告事項が届いており 
ますので、回覧させて頂きます。 

６．ロータリーの友 3月号及びガバナー月信第 9号が届 
いております。帰りにお持ちいただければと思いま 
す。 

７．第 2570地区クラブ奉仕部門  会員増強委員会高柳育 
行委員長より今月は「識字率向上月間」です、ロー 
タリアンとして識字率向上にも関心を持ちましょう 
と、絵手紙が届いております。 
 
 

 

No.50-31 第 2416回  例会 2013年 3月 7日（木） 

会 員 卓 話 
 

会 長  橋本恒男  会長エレクト 矢島淳一  

副会長 萩原達夫 中島高夫 五十嵐敦子 幹 事  澁澤健司 

2012～13年度国際ロータリー会長 田中作次   

第 2570地区ガバナー 鈴木秀憲 



〔米山記念奨学委員会報告〕  
戸谷清一カウンセラー 

 
 
「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 
 
〔3月の会員誕生祝い〕 

 
石原 修 3月   2日   岩渕富男 3月 28日 
田中 克 3月   6日  福島 修 3月   8日 
横尾セツ 3月 29日  高木 学 3月   2日 
 
〔3月の会員結婚祝い〕 

 
五十嵐敦子 3月 26日   梅村孝雄 3月   8日 
金井澄雄  3月 29日   狩野輝昭 3月 11日 
下山正男  3月 15日   髙橋福八 3月   5日 

竹並紀松 3月 12日   温井一英 3月 27日 
野村正行 3月 30日   茂木 正 3月 14日 
八木茂幸 3月 29日 
 
〔卓 話〕                         野村正行 パスト会長 

 
私の本庄 RC在籍 28年 6ヶ月の模様と題して 
1. 入会の時の話 
2. 新入会員時の話 
3. 主に担当した委員会等の話 
4. 私の会長ノミニーに指名要請をされたときのいきさ
つ 

5. 私の会長年度に関係した話 
6. クラブの行事について 
7. IMと地区大会について  
 
〔ニコニコ BOX〕 
橋本恒男 
「午前中トマト村を訪問しました。」 
 
野村正行 
「今日、卓話しますので、よろしく」 
「渋谷パスト会長には、私の都合により、卓話交替して

頂き済みませんでした。」 
 
茂木 聡 
「社会奉仕活動で今日、「トマト村」訪問を致しました。 
大勢の皆様ご参加ありがとうございました。」 
 
萩原達夫 
「さる 2月 14日、娘のさやかが結婚致しました。今後
もよろしくお願い致します。」 
 
藤井 仁 
「先月の夜間例会有難うございました。」 
  
渋谷修身 
「早退します。」 
 
「野村正行パスト会長 、本日は卓話宜しくお願い致し
ます。楽しみに致しております。」 
橋本恒男 渋澤健司 内野昭八郎 浅香 匡 下山正男 
笠原 勝 春山茂之 真下恵司 竹並栄一郎 八木茂幸 
萩原達夫 岡崎正六 梅村孝雄 須永秀和 中島高夫 
矢島淳一 戸谷清一 横尾セツ 杉山淑子 中村 孝 
狩野輝昭 



〔出席報告〕 

 
 
次回プログラム発表 
3月 14日（木）ＰＭ12：30～第 2例会 
本庄警察署長卓話 

 
特別養護老人ホーム トマト村訪問 

 （トマト村雛祭りの会に参加） 
 

日時   
平成 25 年 3 月７日〔木〕 

10 時 30 分～11 時 00 分 
 

参加   
本庄ロータリー会長他会員数名     
本庄幼稚園  
年少（３歳児）４７名（りす組・うさぎ組） 
引率先生８名 
 

プログラム 
  
1. 法人代表者挨拶     高橋誠一 理事長 
2. 地域活性化委員長挨拶  茂木 聡 委員長 
3. 本庄ロータリークラブ会長挨拶   
              橋本恒男 会長 

4. 園児始まりのあいさつ 
「うちうみ ゆう・かねた みさき」 

5. お遊戯 
① ホーホーフクロウおまわりさん 
② 風のペンキやさん 
③ 踊るロックンモンスター 
④ カレー王国 

6. 歌・手遊び 

      ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ「プーさん・ペンダント・花」 

① げんこつやまのたぬきさん 
② むすんでひらいて 
③ 雛祭りの歌 

7. 園児おわりのあいさつ「たなか ゆうと・

つかもと そら」 

8.  記念写真 
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７０.１％ 

 
広報雑誌委員会  山田喜一・笠原 勝・福島正美・関口礼子 

■例会日 毎週木曜日  12:30～13:30      ■例会場 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 

TEL 0495-22-7522  FAX 0495-22-3571        http://www.globals.jp/hp/HRotary/index.html 


