
 
 

 
《本日の例会》  

 
卓話、ガバナー補佐訪問、会員誕生祝・結婚祝 

   
進 行 SAA チーフ 巴 高志  
点 鐘 午後 12 時 30 分 狩野輝昭 会長 

国 歌 君が代  

ソング 奉仕の理想  
  

〔会長挨拶〕                     狩野輝昭 会長  

  
 

皆さんこんにちは。本日は３人の来訪者が参っておりま

す。皆さん良くご存じの山田ガバナー補佐とネパールで社

会奉仕活動を行っている垣見さんと李 ヨンジェ君が参っ

ております。後ほど挨拶と卓話を頂きたいと思います。山

田ガバナー補佐です。垣見さんです。李君です。 
いよいよ狩野・横尾年度の最終月に入りました。まだ、

事業は残っておりますので、全力を挙げて頑張りたいと思

います。 
本日は例会前に本年度最後の理事会が有りました。各種

表彰の案やハガキの回収により、集まったお金を「アフリ

カに毛布を送る運動」の一部資金として、使わせてもらう

事に成りました。これは児玉クラブ・南クラブにも了解を

得ております。 
話は変わりますが、先日、所要のついでに本庄総合公園

へ行って参りました。当クラブの事業を改めて見て参りま

した。第二駐車場の植栽はほとんど本庄ロータリークラブ

が行っております。広さも本数も立派なものです。ほとん

どが根付いているようです。サツキもピンク色の花が咲き

乱れ、大変きれいでした。ぜひ一度ご覧下さい。総合公園

内には本庄ロータリークラブが係わっておる事業が沢山あ

りました。新生児の森、金子みすずの碑、しだれ桜の植樹、

等々改めて本庄ロータリークラブはしっかり社会奉仕を行

っている事を改めて感じました。 
本年度もマリーゴールドの丘に桜を植える予定だそうで 

す。ぜひ頑張ってください。 
また、地区大会で貰った、ポールハリスの木もしっかり

根付いておりました。月桂樹は急に大きく成らず、今は看

板の方が目立ちますが、きっと大きく成ってくれるに違い

有りません。今後は積極的に宣伝をしたいと思います。 
 次週は大切なクラブ協議会が第 2例会第 3例会と続いて
有ります。本年度の総括に成りますので、委員長は当然で

すが、会員全員が出席して貰いたいと思います。宜しくお

願い致します。 
 
 
〔幹事報告〕         横尾 巧 幹事 

 
 

・ ロータリーの友６月号が届いています。一冊ずつお持

ち帰り下さい。 
・ ガバナー月信５月号が届いています。一冊ずつお持ち

帰り下さい。 
・ 本庄市青少年育成市民会議より評議員及び理事の推薦

の依頼が届いています。 
・ 本庄市プロ野球等開催実行委員会より協賛に対しての

お礼が届いています。 
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・ ガバナー事務所より財団室ＮＥＷＳ５月号が届いてい

ます。 
・ 本庄市交通安全対策協議会理事会及評議員会資料が届

いています。 
 
〔地区報告〕 
会員増強セミナー報告  金子 章 会員 
 
〔委員会報告〕 
会葬御礼        金井澄雄 会員 
 
ゴルフ部        巴 高志 部長 
 
「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 
 
６月の会員誕生祝い 

 
 
五十嵐敦子 6月   2日  井河彰久  6月 20日 
狩野輝昭  6月 11日  竹並栄一郎 6月 19日 
温井一英  6月 29日  三宅健吉  6月   7日 
福島正美  6月 27日 
 
６月の会員結婚祝い 

 
 
金井福則  6月 17日      渋澤健司  6月   7日 
 

 

〔来訪者挨拶〕 
第４グループガバナー補佐   山田勝治 様 

 
紫陽花の候を向かえ皆様には益々ご健勝のことお喜び申し

上げます。去年の３月１１日発生の東日本巨大地震の復興が遅

れていますが、被災地の皆様には一日も早い復興を願うところ

です、 ２５７０地区では被災された維持に育英資金として拠出

して応援をしています。 
私は２０１１－１２立原雅夫ガバナー年度のガバナー補佐の命

を受け皆様の支援とご協力で、私の務めが終わりに近づいて参

りました。振り返って、本庄ロータリークラブさんの初訪問日は８

月４日の暑い日と記憶しております。 
今年度 RI会長カルヤンバネルジーは「こころの中を見つめよ
う、博愛を広げるために」 運営のなかで強調事項として「家族」

の強い絆「継続」「変化」でロータリーも変わると述べています。   
そして立原雅夫ガバナーは「スマートロータリー」で賢いロータリ

ーを提唱して推進、本庄ロータリークラブの狩野会長さんは「社

会奉仕の継続を」 をテーマで今年度は充実した運営で推進さ

れた事に敬意を表する次第です。 
地区大会は映像を駆使して盛り上げた会合が出来ました。 
第四グループの行事ですが、I M は交通の安全は世界の願い、
地域の願いで、桃太郎旗を、深谷・本庄・児玉・寄居・秩父・小

鹿野各交通安全協会に寄贈、事故防止にお手伝いで懇親会

では本庄クラブでは女性会員による、タップダンスで宴を盛り上

げていただきました。 
GSEのオーストラリアから訪問団を（４月１１日―１７日）一週間
お世話して、茂木 正さんには、アマンダ（正看護師） 特に難し

いことの無い人、ホストファミリーとして大変有難う御座いました。

研修では、本庄・岡部・寄居の連合 豊田彫刻工房・鉢形城址・

食事(和食)・原庭園・ヤマキ醸造・見学研修、ウニクスでのショッ
ピングと充実した一日大変ご苦労様でした。 
ロータリーの森の清掃（秩父 RC）活動で皆さんが汗を流し、
秩父セメントの迎賓館、羊山公園の芝桜等を見て回り楽しんだ

一日と数々の思い出と感動を得ました。 
終わりにロータリーを強くするには、ロータリーを知って貰う、

そして活動として地道な「社会奉仕の継続」で会員増強を図り、

クラブを強くして職業奉仕につなげる。 
地区で力を入れた RLIの手法をしっかりと学び、実践する事

として下さい。 
次年度の田中作次 RI会長「奉仕を通じて平和を」、鈴木ガバ
ナー「奉仕の追求」の提唱で推進されます。 
ロータリーと皆様の益々のご発展とご健勝を祈念して御礼の挨

拶とさせていただきます。 一年間大変お世話になりました。 
 



米山奨学生 李英載（イ・ヨンジェ）君 

 
 
〔卓 話〕            
笑顔の架け橋を貴方の手で    垣見一雅 様 

 
 
〔ニコニコＢＯＸ報告〕 
第４グループガバナー補佐   山田勝治 様 
「ロータリーの友情に感謝申し上げます。本日は一年間大

変お世話になったお礼に参りました。」 
 
狩野輝昭 
「山田ガバナー補佐ようこそ。」 
「垣見さん卓話よろしくお願いします。」 
 
横尾 巧 
「垣見様、ようこそ本庄 RCへ。卓話よろしくお願いしま
す。」 
 
八木茂幸 
「山田さん一年間お疲れ様でした。」 
 
 

 

横尾セツ 
「ガバナー補佐山田勝治様、垣見一雅様、卓話よろしくお

願い致します。」 
 
竹並栄一郎 
「誕生祝有難うございました。」 
 
高柳育行 
「会員増強セミナーには、橋本会長エレクト、金子次年度

会員増強委員長に出席いただきありがとうございまし

た。」 
 
戸谷清一 
「ケーブルテレビは街づくり！。一部地域のインターネッ

ト障害が復旧しました。ありがとうございました。」 
 
山下正男 
「ゴルフコンペで大変お世話になりました。」 
 
金井澄雄 
「先日の葬儀ではお世話になりました。」 
 
中村 孝 
「長期欠席をして御迷惑をお掛けしました。」 
 
 
〔出席報告〕  
 

 
 
 
 
 
 
 
次回プログラム発表 

6月 14日（木） PM12:30～ 第２例会 
アフリカへ毛布をおくる運動贈呈式 
クラブ協議会（クラブ奉仕部門) 
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