
進 行：ＳＡＡチーフ 坂本雄一       点 鐘：午後 12 時 30 分 橋本恒男 会長 

ソング：我らの生業・四つのテスト 
    
〔会長挨拶〕        橋本恒男 会長 

 
皆様、こんにちは。今月は米山・職業奉仕月間です。 

本日の卓話者をご紹介致します。第２５７０地区米山奨

学生部門委員長 井上豊様です。後ほど卓話をしていた
だきます。米山奨学生のイ ヨンジュ君です。宜しくお
願い致します。 
皆様もご承知の通り、本日午後２時より、茂木聡会員

の父であります前本庄市長の茂木稔様の告別式が行われ

ます。私も例会が終わり次第出席したいと思います。ご

冥福をお祈りしたいと思います。 
来週１８日は、本庄早稲田駅の東側のマリーゴールド

の丘で、県の補助金を得て、山桜３０本、エゴノ木２０

本、高さが３ｍ程の苗木を合計５０本、本庄幼稚園の年

長組の園児たち約５０名と一緒に植栽を行います。エゴ

ノ木はシーズンにはとてもきれいな白い花が咲く木のよ

うです。４、５年後には本庄の名所となるでしょう。な

お、雨天決行ですので、宜しくお願い致します。 
また、翌週の２５日は、鎌倉方面への親睦旅行です。

お 1人で参加の方はもう一度配偶者様に行こうと声を掛
けてみてください。ミクニシェフのおいしい料理を二人

でいただけば、夫婦円満に尚一層なると誰かが話してい

ました。どうぞ宜しくお願い致します。 
１０月２０日の増強セミナーは、矢島エレクトと土屋

副委員長に出席していただきます。 
１０月２８日の米山のセミナーは、須永国際奉仕委員

長と戸谷カウンセラー、奨学生のイ ヨンジュ君の３人 

 
が出席予定です。 
来週の植栽事業については、たくさんの会員の皆様の

ご参加をお願いします。 
二週続けて外部での例会が続きますが、お間違えのな

い様にお願いします。本日も宜しくお願い致します。 
 
〔幹事報告〕        澁澤健司 幹事 

 
１．2570地区新世代部門  島田敏郎ライラ委員長より 

2012～2013年度ライラデー参加のお願いがきてお 
ります。日時は 11月 25日(日曜日) 
紫雲閣で 10:00時点鐘で行います。 

２．2011年～2012年度立原雅夫ガバナー月信最終号が 
来ておりますので回覧いたします。 

３．次週 18日の例会は、「花と緑を取り戻すロータリ 
ーの杜づくり」の植樹となります。会場は本庄新幹 
線早稲田駅東方の  マリーゴールドの丘となります。 

       地域活性化委員会、SAA は、11:30 集合となります。 
       メンバーの皆様は 12:00集合で昼食をご用意してお 

りますのでよろしくお願い致します。 
       例会は 12：30分点鐘で始めさせて頂きます、全員   

が集まり次第、集合写真を撮りますので宜しくお 
願い致します。当日の服装は軽作業の出来る服装で 
お願いいたします。雨天決行です。多くの皆様の参 
加宜しくお願い致します。 
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４．本庄市自治会連合会より今昔郷土集が出版されまし 
  た。本庄ロータリーで 20部ご用意させて頂いてお 
  りますので、お求めの方は 1部 1500円にてお渡し 
  致します、宜しくお願い致します。 
 

〔委員会報告〕  
親睦旅行に関しての報告   
 親睦活動委員会       佐藤賀則 委員長 
 

RLI報告 
矢島淳一 会長エレクト 

 
ふるさと本庄歌謡祭の御礼 
「ロータリーの友」より感想発表 

広報雑誌委員会  笠原 勝 副委員長 
 
千本桜開店祝いの御礼       金澤喜作 会員 
 
〔会員卓話〕      
第 2570地区米山記念奨学部門委員長  

井上   豊 様 

 
 
皆さんこんにちは、本日は米山月間でのお招きありが

とうございます。本年度  米山記念奨学部門  委員長の 
井上 豊  秩父クラブ所属です。どうぞよろしくお願い
いたします。 
早速ですが、本日例会場で配られた「ロータリーの友

(10月号)」「月信（第 4号）」そして「米山豆辞典」こ
れらに私たち第 2570地区米山記念奨学委員会の活動が
掲載されていますので、後ほどゆっくりと読んで頂けた

らと思います。 
さて、本日は「いかにしたら言いたいことが正確に伝

わるか」ということを始めに体験したいと思います。 
「私がある晩、夜空の月を眺めていたら、流れ星が見

えました。」という場面を皆さんに書いて頂きます。 
（お配りした用紙に書いて下さい。） 
1.少し大きめの四角いマスを書いて下さい。 
2.右上から左下に線を書いて下さい。 
3.その線の下に星を書いて下さい。 
4.星の下に月を書いて下さい。 
5.その月の両側に星を書いて下さい。 
6.右側の下に人を書いて下さい。 
7.その右に家を書いて下さい。 
 

8.その右に木を書いて下さい。 
 

以上です。どんな絵が描けましたか？  
隣の人と見比べて下さい。それぞれ受けた自分のイメー

ジで絵を書かれたと思います。 
言葉だけの伝達ではこのようにあいまいになってなかな

か伝わらないものです。 
同じようなことが、クラブの中でも、会社の中でも起こ

っているのではないでしょうか。 
このゲームでのポイントは、 

1.伝達する人が、一方的に指示をしただけでチェック
をしていません。 

2.伝達する人が、自分の判断で指示をしています。分
かりにくい事なので、「何センチの線ですか」｢月

は三日月ですか｣ などと質問したらよいかと思い

ます。 
3.正確に伝えたい場合は、文章や図で伝え、相手が判
ったかどうかをチェックする必要があります。 

 

以上でゲームは終わりますが、 
今年度の米山記念奨学生は 24人です。来年度は 18人

になります。皆さまからの寄付によって米山記念奨学生

の受け入れの人数が決まります。私は多くのクラブの人

に奨学生との交流をして頂きたいと思っています。それ

には皆さまに昨年度以上の寄付をお願いする事になりま

す。是非ご理解いただきたいと思います。 
 

私は、こんなやり方でチャレンジしています。それは

「つり銭箱」を作っています。買物をしたときに出るつ

り銭をそのまま「つり銭箱」に貯めていきます、１ヶ月

でもかなりのバラ銭が貯まります。それを１年貯めて寄

付をしています。方法はいろいろあると思います。無理

のない方法で、皆さまのご協力をお願いいたします。 
 
〔卓話者へのお礼の言葉〕       

五十嵐敦子 副会長 
 
〔ニコニコ BOX報告〕 
米山記念奨学部門委員長 井上   豊 様 
「本日は米山月間、卓話でお招き頂き有りがとうござい

ました。米山記念奨学生 李君が大変お世話になってい
ます。今後共よろしくお願い致します。」 
 
「第 2570地区米山記念奨学部門委員長 井上   豊 様。卓
話よろしくお願い致します。おみやげのおまんじゅう有

難うございます。」 
橋本恒男 渋澤健司 髙橋福八 春山茂之 中島高夫 
関根 貢 矢島淳一 五十嵐敦子 下山正男 岡崎正六 
中村 孝 高柳育行  
 
橋本恒男 
「10月 18日植樹事業、10月 25日親睦旅行、宜しくお
願い致します。」 
 
笠原 勝 
「10月 6日開催致しました「ふるさと本庄歌謡祭」に
協賛頂きありがとうございました。来賓や 100人以上の
方がカラオケを発表し 700人以上の来場者で賑わいまし
た。」 
 
 



笠原 勝 
「先月 9月の誕生日で古希を迎えました。これからは、
そろそろ生きる方針です。仕事の面は健康に気をつけ生

涯現役で頑張っていきます。」 
 
金澤喜作 
「皆さんこんにちは、10/5の中枡新店舗披露に際し、公
私共に忙しい中、大勢のみな様に出席頂き有難うござい

ました。今後共よろしくお願いいたします。」 
 
戸谷清一 
「ケーブルテレビは街づくり。ようこそ井上委員長様お

いでいただきありがとうございます。」 
 
萩原達夫 
「休みがちですみません。」 
 
〔出席報告〕 

  
次回プログラム発表 
10月 18日（木）ＰＭ12：00～ 第 3例会（移動例会） 
植樹事業（本庄早稲田周辺土地区画整備事業地内） 
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