
 
 

 
《本日の例会》  

 
会員卓話 

   
進 行 SAA 杉山淑子  
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。4月の夜間例会には沢山のご参加有
難うございました。お陰さまで、李君の歓迎会が盛大に

行われました。感謝申し上げます。また、本日、病気療

養中で有りました、田中パスト会長と関口さんが出席し

ております。退院おめでとうございます。次年度のクラ

ブ協議会の報告が有ります。先週は橋本エレクトの体調

がすぐれないため、報告が今週に成りました。後ほど報

告がございます。 
 次年度も動きが活発になって参りましたが、狩野・横

尾年度ももう少し頑張りたいと思います。 
先日、皆さんにご協力頂きました使用済みハガキの回収

の金額が五十五万円以上回収できました。皆さんに切手

などを購入頂き社会奉仕の資金の一部として大切に使わ

せて頂きます。有難うございました。本年度の狩野年度

のテーマで有ります、「社会奉仕の継続を・・・」が、

着々と完成に向かい進んでいる事に感謝を申し上げます。

本会は奉仕と親睦の会です。小さな奉仕から進めていき

たいと思いますので、今後もご協力をお願いいたします。 
この後新会員入会式がございます。織田裕之君が参って

おります。また、李ヒョンジェ君も参っております。 
 昨日は商工会議所の青年部の会に出席して参りました。

青年部は活気が有り、当クラブの髙橋祐介会員が本年度

の会長です。頑張って頂きたいと思います。なお、直前

会長は金井義幸会員でした。このような、若い優秀な方

が当クラブに 10名も参加して戴いた事を心より感謝いた
します。このような若い人たちが将来の本庄ロータリー

クラブを引っ張って行ってくれる事を期待したいと思い

ます。若い人は現役の仕事も持っており、出席率が悪く

なる事も予想されますが、将来のクラブの担い手だと思

いやさしく見守って頂きたいと思います。我々も出席し

やすいクラブにしていく努力をし、新会員も出席出来る

ように体制を組んで頂ければ幸いです。 
本日は井河会員・山田会員・杉山会員の３名の会員卓

話がございます。最後までお聞きください。 
 
〔幹事報告〕         横尾 巧 幹事 

 
 

・ 本庄市ボランティアグループ連絡会より平成２４年度

総会のお知らせが届いています。 
・ ロータリーの友５月号が届いています。１冊ずつお持

ち下さい。 
・ 平成２４年度本庄市観光協会理事会の開催についての

案内が届いています。 
・ 平成２４年度本庄市観光協会総会の開催についての案

内が届いています。 
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・ 本庄市交通安全対策協議会より理事会及評議員会の開

催の案内が届いています。 
・ ガバナー事務所より５月のロータリーレート１ドル８

２円の通知が届いています。 
・ 本庄市国際交流協会よりランチパーティーのお知らせ

と理事会資料が届いています。 
・ 第２３回歌舞伎フォーラム公演の案内が届いています。 
・ 山田ガバナー補佐より第四グループ新旧会長、幹事親

睦ゴルフコンペの案内が届いています。 
・ 立原ガバナーよりＲＬＩパート３の開催のクラブ研修

リーダーセミナーの案内が届いています。 
・ 誕生祝の 5,000 円クーポン券の期限が６月３０日まで
ですので、未使用の方は早めに利用して下さい。 

・ 次回例会よりクールビズを実施いたします。 
・ かわら版こだまが届いています。 
 
〔地区報告〕 
地区協議会報告    橋本恒男 会長エレクト 

 
 
〔委員会報告〕     渋澤健司 次年度幹事 

 
 
「ロータリーの友」より感想発表 
広報雑誌委員会      笠原  勝 広報雑誌副委員長 
 
 
 
 

〔新会員入会式〕    新会員 織田裕之さん 

 
 
５月の会員誕生祝い 

 
石原輝彌  5月   1日    今泉憲治  5月   1日 
内野昭八郎 5月 29日    岡芹正美  5月 26日 
加藤玄静  5月 28日    金沢喜作  5月   7日 
金子 章  5月 18日          渋澤健司  5月 24日 
野村正行  5月   8日          春山茂之  5月   7日 
長谷川京子 5月 27日          髙橋祐介  5月 20日 
土屋 進  5月 27日 
 
５月の会員結婚祝い 

 
岡芹正美 5月   8日   加藤玄静 5月   7日 



金子 章 5月 26日   坂本優蔵 5月   5日 
渋谷修身 5月 21日   関口礼子 5月 24日 
塚越 茂 5月 13日   巴 高志 5月   3日 
中村 孝 5月 14日   飯塚章治 5月 10日 
福島正美 5月 10日 
 
〔会員卓話〕         井河彰久会員 

 
 

山田喜一会員 

 
 

杉山淑子会員

 
 
 
 
 

〔ニコニコＢＯＸ〕  
「織田裕之君入会おめでとうございます。」 
狩野輝昭 横尾 巧 橋本恒男 岡崎正六 高柳育行 
三宅健吉 横尾セツ 笠原 勝 中島高夫 金井福則 
須永秀和 関口礼子 
 
「井河会員・山田会員・杉山会員、本日卓話よろしくお

願いします。」 
狩野輝昭 澁澤健司  
 
「田中パスト会長・関口会員退院おめでとうございま

す。」 
狩野輝昭 杉山淑子 茂木 聡 加藤玄靜 

 

「この５月で結婚 40 周年になります。」 

渋谷修身 

 

「御心配頂きましたが、無事退院する事ができました。

腎臓がんでした。健康に留意しましょう。」 

田中 克 

 

「昨日、私の患者さん２人の方が角膜移植していただき

ました。」 

春山茂之 

 

「天変地異、地震、津波、集中豪雨、雷、竜巻！！今も

西の空は真黒です。皆様お気をつけ下さい。ニコニコし

ていられませんので投入します。」 

関根 貢 

 

「過日、母の葬儀に際しましては、御多用の中ご会葬い

ただき、ご丁重なるご厚志を賜り誠にありがとうござい

ました。」 

渋谷修身 

 

「春の勲章の発表で瑞宝単光章いただきました。」 

藤井 仁 

 

「検診の為、早退させていただきます。」 

飯塚明男 
 
〔出席報告〕  
 

 
 
 
 
   

 
次回プログラム発表 

5月 17日（木） PM12:30～ 第２例会 
会員卓話 ３名 岡芹会員･三宅会員･渋澤会員 
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