
 
 

 
《本日の例会》  

 
夜間例会(さよなら例会)  
  

進 行 SAA 巴 高志 

点 鐘 午後 6時 30 分 狩野輝昭 会長 

ソング 我等の生業  
  

〔会長挨拶〕                     狩野輝昭 会長  

  
 

皆さん今晩は。会員や会員の奥様、沢山ご参加頂き有難

う御座いました。このあと、さよならパーティーもありま

す。十分楽しんで頂きたいと思います。 
本日は最終例会ですので、少々時間を頂き、狩野・横尾

年度を振り返ってみたいと思います。思い起こしますと一

年前にスタートし、第一例会では、食事が喉を通らないほ

どの緊張感がありました。私もいろいろな所で、挨拶が多

くなってきていますので、挨拶も多少は慣れていると思っ

ていましたが、ロータリーの会長がこんなに緊張するとは

思いませんでした。第一例会・第二例会の終了後には会長

席に来て、「今日は少し緊張していたようだね」とか「今

日はユーモアもあり完璧だったよ」などアドバイスを頂き

ました関根パスト会長。心強く感じました。会長の時間の

原稿内容を考えたり、式次第は大丈夫か？。来訪者に失礼

のないように。とか考えると、一週間が短く、これこそ、

内野パスト会長がガバナー月信に投稿頂きました川柳の

「新会長夢の中でもロータリー」の心境でした。第一例会

だから「狩野のために出席したよ」と言って出席いただい

た方も沢山おりました。第一例会は出席率１００％を達成

しました。石原委員長ありがとうございました。 
クラブ運営も歴代パスト会長の運営を参考にさせて頂き

「社会奉仕の継続を・・・」とし、奉仕と親睦を中心に考

え、一年間行動して参りました。 
理事会でも八木副会長や横尾セツ副会長・渋谷パスト会

長には積極的な意見を頂きながら、温かい目で狩野のやり

たい様にやれ。と協力を頂きました。会長のやりたい様に

やらせていただきました。ロータリークラブで貸し借りが

あるとすれば、皆さんの借りは少しずつ返したいと思って

おります。 
親睦旅行では小泉衆議院議員のお世話になり国会見学、

萩原委員長の紹介で料理の鉄人、坂井シェフの「ラ・ロッ

シェル」での食事やシェフとの記念撮影、東京スカイツリ

ー完成前の隅田川川下り 浅草寺見物など、天気も良く素

晴らしい旅行でした。しかも、費用も安くあがり、費用対

効果の高い、質の高い、思い出に残る旅行になりました。 
特筆すべきは会員増強 10名です。私もロータリー歴は

20年を超えておりますが、新会員入会式を５月まで行った
のは記憶にございません。田中委員長をはじめ、増強委員

の皆様本当にありがとうございました。しかも、将来を嘱

望される、本庄市の若手実業家が多く入会されました。こ

れで本庄ロータリークラブは、今後もますます、繁栄する

ことは間違いないと思います。その一翼を担えたことを喜

ばしく思っております。 
先ほども申し上げましたが「社会奉仕の継続を・・・」

のテーマでスタートした、狩野・横尾年度でした。ロータ

リーは奉仕と親睦の団体です。その一つの奉仕を徹底して

行ったことは非常に良かったと思っています。 
本庄総合公園内の植樹に際しては五十嵐委員長が何回も

埼玉県庁まで、足を運んで頂きました。６０万円と言う大

きな金額の助成を頂くことができました。また、トマト村

や本庄警察、安誠園などへの本庄幼稚園児たちと一緒に訪

問し、入園者に大喝采を受けた事は忘れられません。 
本庄市内の 6学童保育所へは矢島委員長主導で、ロータ
リー財団より助成を受け、サッカーゴールやテレビ、書籍

などを送ることもできました。 
自治会連合会と本庄クラブ・児玉クラブ・本庄南クラブ

で行ったハガキの回収代金で「埼玉県北明るい社会を創る

会」の運動に協賛し毛布１００枚アフリカへ送ることもで

きました。テレビ埼玉での放映や戸谷パスト会長の本庄

CATVや笠原会員のかわら版「こだま」などにたびたび取
り上げて頂き、市民の皆様に本庄 RC此処にあり、と印象
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つけられたと感じています。伝統ある本庄ロータリークラ

ブの歴史をもう一度認識して頂けたとおもいます。 
茂木聡委員長のにこにこボックスへの投入金額も百二十

万円を超えました。ありがとうございました。このお金も

社会奉仕に活用したいと思います。その他、ロータリーの

友への掲載、ゴルフ部のチャリティーコンペなどなど、今

年は奉仕事業が盛りだくさんにできました。 
その甲斐あってか、名誉ある、国際ロータリークラブ会

長賞と会員増強推進計画賞の二つの国際ロータリー会長賞

を受賞できました。本庄ロータリークラブの名誉です。皆

さんとともに喜びたいと思います。本当に充実した年度で

有りました。 
最後にこの人に感謝を申し上げたいと思います。この人

がいなければ、狩野年度は、このように、ほぼ完璧に終了

することは出来なかったと思います。本庄市内でも有数の

会社の社長の身で有りながら、毎週火曜には事務局に出向

き、クラブのために、運営をスムーズにするためにご尽力

いただきました事は言葉には代えられないものです。年齢

は私よりも下ですが、さすが横尾建設の社長である。と感

じるところが随所に見られました。今年は、にこにこボッ

クスのスタイルを変え、予算が大変きつい中、受益者負担

を徹底して貫いて頂き、予算も余るほどで終えることがで

きます。横尾幹事本当にありがとうございました。 
また、最後まで親睦委員の方にはお世話になります。本

日のさよならパーティーも素晴らしい企画だと聞いており

ます。参加者も 96名もの参加を頂き、歴代ででも、トッ
プクラスの参加者です。親睦は参加者が多ければ成功した

様なものです。このあとの大抽選会やコンサートも注目し

てもらえればと思います。ipad一台、太陽の卵で有名にな
りました、宮崎のマンゴーやサクランボの佐藤錦などなど、

豪華賞品が沢山用意されておるようです。中心になって動

いて頂いた、高橋祐介会員の企画力に感心しました。親睦

委員会の皆さんさよならパーティー最後までよろしくお願

いします。 
最後までお願いで恐縮ですが、以上をもちまして、狩

野・横尾年度の協力に心より感謝し、一年間の事業報告と

会長挨拶と最後の会長の時間を終了させていただきます。

ありがとうございました。 
 
〔幹事報告〕         横尾 巧 幹事 

     
 

歴史と伝統のある本庄ＲＣの幹事という大役を勤めさせ

て頂き、本日を迎える事が出来ました。これも一重に狩野

会長始め、役員、理事の皆様、そして全会員の皆様の御指

導、御協力のお陰と心より御礼申し上げます。一年を振り

返りますと、最初は幹事としての本来の業務に戸惑ったり、

悩んだりもしましたが、狩野会長のリーダーシップや叱咤

激励に助けられながら何とか重責をこなす事が出来たので

はないかと思います。 
今年の会長方針が「社会奉仕の継続を」と言う方針に向

って色々な社会奉仕事業が会員皆様のご協力で実行されま

した。狩野会長の卓越した発想力や行動力にはすごい物が

有り、ついて行くのがやっとでしたが、一年間本当に良い

勉強になり、良い経験だったと感謝申し上げます。そして

この経験を本業の運営に生かしていきたいと思います。そ

してもう一人、事務局の小林さんには、愚痴を言わずに事

務的なサポートをして頂き、大変に助かりました。次年度

の幹事さんにもとても頼りになりますのでよろしくお願い

します。狩野年度の元、至らない幹事でしたが一年間大変

お世話になり、誠に有難うございました。 
 

幹事報告 
 

・７月１日埼玉新聞へＲＩ会長が就任されることと、ポリ

オ撲滅に注力していることが掲載されます。 
 
〔米山奨学生への「奨学金」渡し〕 

李英載（イ・ヨンジェ）君 
 
〔クラブ表彰規定による会員表彰〕 
１）クラブ在籍年数１０年      巴 髙志 会員 
 
２）クラブ在籍年数２０年      田中 克     会員 
 
３）古希の御祝（７０才）      渋谷修身 会員 
                                                               竹並紀松    会員 
 
４）喜寿の御祝（７７才）      髙橋福八 会員 
 
５）金婚式の御祝          髙橋福八 夫妻 
 
 
６）叙勲祝 瑞宝単光章       藤井 仁 会員 
 
新会員紹介 
飯塚章治（7/ 1）   斉藤一英（7/ 1） 
長崎隆司（7/ 1）   福島正美（7/ 1） 
髙橋祐介（7/21）     土屋 進（8/11） 
大野 寛（8/11）     野田貞之（1/12） 
金井義幸（4/ 5）   織田裕之（5/10） 

 
１）新会員の増強貢献者表彰         田中 克 会員 
 

２）クラブ・地域への貢献者表彰  
五十嵐敦子 会員 

 

３）出席優良会員表彰 
飯塚明男 五十嵐敦子 加藤玄靜 金子 章 
狩野輝昭 坂本雄一 坂本優蔵 渋澤健司 渋谷修身 
髙橋福八 高柳育行 巴 高志 戸谷清一 中村 孝 
温井一英 春山茂之 真下恵司 茂木 聡 茂木 正 

矢島淳一 横尾 巧  



４）ニコニコボックスの投入奉仕者表彰 
狩野輝昭 渋谷修身２回 笠原 勝 五十嵐敦子 
関根 貢 田中 克 藤井 仁 巴 高志 中村 孝  
矢島淳一 （6/21現在） 
 
〔花束贈呈〕 
会長夫人・幹事夫人へ 

 
 
〔次回プログラム発表〕 
 7月 5日（木） PM12:30～ 新年度第 1例会 
 新旧バッジ交換 
  
懇親会（さよならパーティー） 
〔乾 杯〕       戸谷清一 パスト会長 

 
 
 
 
 

 

 
 

一の〆 竹並栄一郎 パスト会長 
二の〆 橋本恒男  会長エレクト 
三の〆 三宅健吉  副会長 
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