
進 行：児玉 RC幹事  山下政信      点 鐘：午後 6時 30 分 児玉 RC会長  吉田英一 
国 歌：君が代               ソング：奉仕の理想 
 

〔会長挨拶〕         
児玉 RC会長 吉田英一 様 

 
新年おめでとうございます。児玉ロータリークラブ会

長の吉田英一です。 
今年は幹事クラブが児玉ということで、お世話になり

ます。 
 本庄、本庄南、児玉の３クラブ新年合同例会に、多く

の会員と交換留学生、そしてホストファミリーの皆様の

参加をいただきありがとうございます。 
留学生の洪 巧恩さんには、のちほどご挨拶をいただ

きますが、青少年の育成はロータリーの活動の大きな柱

のひとつであります。今年も親クラブ本庄を中心に、児

玉、本庄南の３クラブで協力してロータリーの各種活動

を進めてまいりますので、皆様の参加、協力をよろしく

おねがいいたします。 
 会員各位のご健勝、ご繁栄を祈念して挨拶といたしま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本庄 RC 橋本恒男 会長 

 
皆様、明けましておめでとうございます。 
本日は、本庄・児玉・本庄南３クラブ合同の新年会で

す。本年も宜しくお願い致します。 
昨日、この会場で本庄商工会議所の賀詞交換会が行わ

れました。例年通り、髙橋会頭の年頭の辞が１時間２０

分にわたって行われました。あっという間の１時間２０

分でした。その後、代議士２人、県議会議員、税務署長

と挨拶が続きましたが、一人として景気の先行きを案じ

る方はおりませんでした。私自身もそう思います。 
明るい 1年になる様、念じて挨拶に代えさせていただ

きます。宜しくお願い致します。 
 

本庄南 RC会長 小松政敏 様 

 

 

No.50-24 第 2409回  例会 2013年 1月 10日（木） 

新年合同例会 
 

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 



みなさんこんばんは。本庄南ロータリークラブで今年

度会長を務めさせていただいております小松でございま

す。前期（７～12）はみなさんの協力により当初のプロ
グラム通り推移することができました。深く感謝申し上

げます。後期（１～6）も前期同様さまざまな行事が予
定されておりますので、引き続きご支援いただきますよ

うお願い致します。 
2013年新年度も橋本会長が言われました通り、大変厳
しい状況が続くと思われますが３クラブ知恵を出し合い、

結集して地域（本庄）活性化、奉仕活動に邁進し少しで

もお役に立ちたいと思います。 
今年一年間よろしくお願い申し上げます。 

 
〔幹事報告〕        澁澤健司 幹事 

 
１．国際ロータリー2570地区   青少年交換委員会より派 

遣学生 11月・12月報告書が届いております。 
２．本庄市  社会福祉協議会  事務局長 木村悟様より、 
本庄市社協だより「ハート＆ハート」第 30号が届 
いております。 

３．本庄市ボランティアセンターより、「レッツボラン 
ティア NO,80、 81号が届いておりますので回覧致 
します。 

４．本庄市ボランティアグループ連絡会、平成 24年度 
講座「共に生きていくために、私たちができるこ 
と」及び新年懇親会の開催案内が届いております。 

５．2014～2015年度「海外派遣」ロータリー財団奨学 
生(旧国際親善奨学生)の募集要項「地区補助金奨学 
生用・グローバル補助金奨学生用」案内及び第一次 
先行試験  申込書が届いております。 

６．ロータリーの友 1月号が届いております。 
７．国際ロータリー2520地区  小野寺則雄ガバナー、菊 
地弘尚、復興支援特別委員会委員長より、復興支援 
プロジェクト応援のお願いが、被災状況の写真と広 
報(Public.  Relations)とは・の冊子が届いております。 

８．埼玉県教育局  市町村支援部スポーツ振興課長より、 
埼玉県スポーツ振興のまちづくり推進会議、平成 
24年度重点事項 取組事項の係わる取 組実施報告に 
ついての 依頼文が届いております。 

９．第 4グループ梅澤茂ガバナー補佐より、「第 4回 
会長・幹事会」開催のご案内が届いております。 

１０．第 2570地区、鈴木秀憲ガバナーより 2012～2013 
年度第 2回「職業奉仕部門セミナー」開催のご案 
内が届いております。日時は 2月 3日(日) 
13:30分点鐘、場所は国立女性会館で行います。 

 
１１．熊谷ロータリークラブより、創立 60周年記念式  

典のご案内が来ております。3月 23日土曜日午 
後 3時開式、場所はホテルガーデンパレスと成っ 
ております。 

１２．一般財団法人バギオ基金より、「バギオだより」 
が届いております。 

１３．埼玉県北西インターアクトクラブ顧問教師会  会 
長より、第 47回インターアクトクラブ次期指導 
者講習会のご案内が来ております。 

１４．ガバナーマンスリー第 7号が届いております。本 
庄クラブ加藤玄静パストガバナーが FIフェロー 
シップ委員として、記事が掲載されています。本 
庄 RC事務局の小林さんにお世話になっている文 
章が入っています。 

１５．RI第 2550地区 GE飯村槇一様よりロータリー研 
究会等の報告書について、資料が届いております。 

１６．本庄市社会福祉協議会  吉田信解会長より「地域 
福祉講演会・住民懇談会」の開催について、ご案 
内が来ております。日時は 1月 21日月曜日、午 
後 1:30分～午後 3時会場は本庄市中央公民館と 
なります。 

１７．ロータリー半期の会費引落しが 1月 21日になり 
ますのでよろしくお願い致します。引き落としで 
ない方は 21日迄に振り込み頂くか、事務局迄お 
持ち頂きたいと思います。 

１８．本庄ロータリークラブに届きました年賀状を回覧 
させて頂きます。 

 
〔来訪者挨拶〕 
青少年交換留学生      洪 巧恩 さん 

 
 
〔ニコニコ BOX〕 
橋本恒男 
「合同新年会宜しくお願いします。」 
 
「明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願

い致します。」 
橋本恒男 澁澤健司 渋谷修身 春山茂之 岡崎正六 
高柳育行 田中 克 狩野輝昭 矢島淳一 萩原達夫 
八木茂幸 竹並栄一郎 岩渕富男 飯塚明男 坂本雄一 
巴 高志 横尾 巧 五十嵐敦子 山田喜一 坂本優蔵 
笠原 勝 下山正男 野田貞之 今泉憲治 長谷川京子 
髙木 学 井河彰久 金子 章 須永秀和 飯塚章治 



金井福則 斉藤一英 杉山淑子  
髙橋福八 
「あけましておめでとう、いつもホテルをご用命いただ

き心より御礼申し上げます。」 
 

〔懇 親 会〕 
 

〔会長挨拶〕    児玉 RC 吉田英一 会長 

 
 
〔乾 杯〕    本庄 RC  橋本恒男 会長 

 
 
〔パストガバナー挨拶〕 
国際ロータリー第 2570地区                     
2000～2001 ｶﾞﾊﾞﾅｰ 髙橋福八 様 
 
〔次年度会長・幹事 挨拶〕         
本庄 RC   会長  矢島淳一                 
                     幹事  巴 高志 
 

児玉 RC   会長  山下政信                       
                     幹事  阿部 博 
 

本庄南 RC   会長   飯塚能成                                  
幹事   野原章司 

〔祝い締め〕 
次年度幹事クラブ 
本庄南 RC 会長エレクト 飯塚能成 
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