
 
 

 
《本日の例会》  

 
クラブ協議会  

  
進 行 SAA 杉山 淑子 

点 鐘 午後 12 時 30 分 狩野輝昭 会長 

ソング それでこそロータリー 

童 謡 茶つみ  
  

〔会長挨拶〕                     狩野輝昭 会長  

  
 

皆さんこんにちは。本日は３名の来訪者が有ります。紹

介いたします。ロータリー財団グローバル補助金奨学生候

補の柳田 有紀さんです。後ほどご挨拶をお願いします。

米山奨学生のイ・ヨンジェ君です。名誉会員の古瀬末雄さ

んです。柳田さんは一年間当例会に出席し、クラブで研修

致します。積極的に声をかけてあげて下さい。 
今日を持ちまして、昼間の例会が終了します。感傷に浸

ること無く、最後の最後まで頑張りますので、宜しくお願

い致します。一年間本当に有難うございました。さよなら

例会でも挨拶しますので、本日は皆さんに御礼だけとさせ

ていただきます。にこにこボックスは本日で終了です。沢

山の投入をお願いいたします。社会奉仕に使わせて頂きま

す。 
本日は第二回クラブ協議会です。最後の締めくくりです

から関係の委員長の皆さんよろしくお願いします。 
来週は狩野・横尾年度の最終例会です。さよならパーテ

ィーも有ります。たくさんのご参加をお願いいたします。 

親睦委員会の配慮により、抽選会の賞品が大変豪華になっ

ておるようです。ipad１台と太陽の卵で有名になりました、
宮崎のマンゴー、さくらんぼの佐藤錦や、出前付きの食事

などの企画が大変面白くなっております。楽しみにして頂

きたいと思います。参加はまだ間に合いますので参加出来

る方はぜひ参加してください。 
 6月の 16日には、川越プリンスホテルに於いて、地区役
員クラブ会長幹事合同会議がありました。狩野と横尾幹事

が出席して参りました。国際ロータリー会長賞を受賞いた

しました。これは大変名誉ある賞です。地域社会でのロー

タリー奉仕の高い水準を推進するクラブとの事です。「社

会奉仕の継続を・・・」のテーマに沿って事業をやってき

て本当に良かったと思っています。一生懸命努力した事が

報われました。八木副会長をはじめ、五十嵐委員長ほか全

ての会員に感謝いたします。 
会員増強推進計画の表彰でも表彰を受けました。増強委

員会の田中委員長をはじめ推薦会員の皆さん大変ありがと

うございました。会長職に花を添える事に成りました。当

クラブが 2つ同時に表彰を受けたことは、充実した年度で
有ったのだと思っております。この 2つの賞はクラブにと
って大変名誉ある賞です。皆さんとともに喜びたいと思い

ます。ありがとうございました。 
 
会長賞 (Presidential Citation) 
 会長賞プログラムは、ロータリアンが個人として関与し、

他の人々に奉仕するよう奨励し、地域社会でのロータリー

奉仕の高い水準を推進すると同時に、四大奉仕部門に参加

するＲＣを増やすことを目的としている。本賞の各分野は、

ＲＩ会長によって毎年更新され、伝統的には会長のテーマ

を強調する。本賞の基準に適った、瑕疵なきＲＣは受賞資

格がある。ガバナーは、所定の推薦用紙に記された推薦を

承認した上、推薦用紙を締切日までにＲＩ世界本部に提出

しなければならない。 
 
会員増強推進計画賞 
 (Membership Development Initiatives Award) 
 会員増強推進計画賞は地区レベルの表彰で、会員の増加と増

強に影響を与える画期的な方策を新しく立案するようクラブに奨励

するためのものである。地区ガバナーは、地区から少なくとも３つ

のクラブを表彰することができる。方策は、会員増強の３つの分野

のうち少なくとも１つに影響を与えなければならない。その分野と

は、会員維持、有資格の新会員の勧誘、新ＲＣの結成である。これ

はＲＩ会長が署名する表彰である。クラブはＲＩ国際大会で表彰され、

ロータリー・ワールド・マガジン・プレスで発表される。 
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〔幹事報告〕         横尾 巧 幹事 

     
 

・ 国際ロータリー第２５７０地区２０１１～２０１２年

度 地区大会 a REPORTを回覧します。 
・ 国際ロータリー第２５７０地区２０１１～２０１２年

度 地区役員・クラブ会長幹事合同会議の資料を回覧

します。 
当クラブで受賞した方々を発表します。 
[表彰者] 
・資格ある新会員の勧誘   本庄ロータリークラブ 
・会長賞          本庄ロータリークラブ 
・ガバナー特別賞      加藤 玄静会員 
 
[感謝状受賞者] 
・国際奉仕部門委員長     茂木 正会員 
・地区研修委員長       加藤 玄静会員 
・会員増強･クラブ拡大委員長 渋澤 健司会員 
・高校生社会体験活動委員長  五十嵐敦子会員 
・Ｒ財団補助金奨学委員長   茂木 聡会員 
 
・ ガバナー事務所よりＲの友地区代表委員より報告書が

届いています。 
・ 地区事務所より国際ロータリー日本事務局事務局長 

小林 宏明氏が就任した通知が届いています。 
・ 第４グループ２０１２～１３年度第１回会長･幹事会開

催の案内が届いています。 
・ 次年度ガバナーより米山記念奨学部門セミナー開催の

案内が届いています。 
・ グローバル補助金奨学候補生 柳田 有紀さんの略歴

を回覧します。 
・ ＲＬＩ研修会議資料が届いています。 
・ ガバナーエレクト事務所より２０１２～１３年度第１

回新世代部門セミナー開催の案内が届いています。 
・ ガバナーエレクトより第１回ガバナー補佐・部門長等

合同会議開催についての案内が届いています。 
・ ガバナーエレクトより２０１２～１３年度「年度始め

地区役員全体会議」開催の案内が届いています。 
・ ガバナー公式訪問確認書等が届いています。 
・ 本庄市社会福祉協議会より平成２４年度社会福祉協議

会会費の協力のお願いが届いています。 
・ ハート＆ハート第２８号が届いています。 
 
 
 

〔地区報告〕 
地区役員・クラブ会長幹事合同会議 感謝状贈呈 

渋澤健司会員、五十嵐敦子会員、茂木  聡会員 

 
 
〔来訪者挨拶〕 
 グローバル補助金奨学候補生  柳田有紀さん 

 
 
〔委員会報告〕 
 腎・アイバンク総会報告      春山茂之 会員 

 
 
 
 



〔クラブ協議会〕 
社会奉仕部門・国際奉仕部門・ＳＡＡ 
副 会 長          八木茂幸 

地域活性化委員長    五十嵐敦子 

ニコニコ BOX委員長  茂木 聡 

職業奉仕委員長     浅香 匡 

副 会 長         横尾セツ 

国際奉仕委員長     茂木 正 

新世代委員長       中村 孝 

ロータリー財団委員長    矢島淳一 

米山記念奨学委員長  坂本優蔵 

Ｓ Ａ Ａ                 巴 高志 

 

〔2011～12 年度 総評〕 

地区研修委員長  加藤玄静 パストガバナー 

 
 
〔ニコニコＢＯＸ報告〕 
狩野輝昭 
「国際ロータリー会長賞を受賞しました。大変名誉有る賞

です。ありがとうございました。」 
「国際ロータリーより会員増強､拡大賞を受賞しました。

大変うれしく思います。」 
「最終例会を残すだけとなりました。一年間本当に有難う

ございました。」 
 
横尾 巧 
「今年度ニコニコ BOXも最後となりました。一年間皆様
にお世話になり、ありがとうございました。」 
 
戸谷清一 
「本日 5 時より当グランドホテルにて株主総会があります。
ご出席のほどお願い申し上げます。」 
 
茂木 聡 
「本庄ロータリークラブの皆様、グローバル補助金奨学候

補生柳田有紀さんを一年間どうぞよろしくお願い致しま

す。」 
 

関根 貢 
「加納会長、名前の通り輝いた 1年間、ご苦労様でした。
7月からパスト会長としての活躍を期待してます。」 
 
春山茂之 
「古瀬さんようこそしばらくでした。」 
 
横尾セツ 
「年々異常気象で季節感がうすくなりましたね。お互いに

体調には充分気をつけましょう。」 
 
高柳育行 
「柳田有紀様ようこそおいでいただきました。」 
 
巴 高志 
「今年度 SAA にご協力頂き誠にありがとうございました。
会員の皆様に感謝致します。」 
 
飯塚明男 
「今日、検診がありますので、早退させていただきま

す。」 
 
「加納会長、横尾幹事年度の例会もあと 2回。楽しい一年
をありがとうございましたそしてお疲れ様でし 
た。」 
関口礼子 内野昭八郎 橋本恒男 八木茂幸 竹並栄一郎 
岡崎正六 高柳育行 古瀬末雄 笠原 勝 巴 高志 
中村 孝 澁澤健司 春山茂之 
 
〔出席報告〕  
 

 
 
 
 
 
 
次回プログラム発表 

6月 28日（木）PM6：30夜間例会  
さよなら例会（埼玉グランドホテル本庄) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
広報雑誌委員会  山田喜一・笠原 勝・金井福則・境野三郎・野田貞之 

■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 
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