
 
 

《本日の例会》  
 

３クラブ新年合同例会 
 
進 行 SAA 巴 高志   
点 鐘 午後 6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  

 
 
皆さん今晩は。改めまして明けましておめでとうござ

います。本日は 3クラブ合同の新年例会です。この後、
懇親会も有りますので、最後までご参加のほどをお願い

申し上げます。本日の例会は本庄クラブが担当です。狩

野が点鐘や司会を進めさせて頂くことを、ご了承頂きた

いと思います。本日は来訪者がいらっしゃいます。ご紹

介申し上げます。 
ガバナー補佐 山田 勝治さんです。 
次年度ガバナー補佐の 梅沢茂様です。 
米山奨学生のジョン・ヒョンジェ君も見えております。 
また、南クラブの会員とごだまクラブの会員の皆さま

も参っております。どうぞ宜しくお願いいたします。 
 昨年のクリスマス例会も盛大のうちに終了し、狩野・

横尾年度はほっとしているところです。また、28日には
会長・幹事会が本庄のみさご寿司で行われました。南ク

ラブの IM 実行委員会のメンバーも参加し、盛大に楽しく、

にぎやかに行う事が出来ました。IM の準備も南ロータリ

ークラブの力で着々と整っており、安心いたしました。 

 

本庄クラブも児玉クラブと一緒に協力させて頂きます。

立派な IM が出来ます事をご祈念申し上げますと共に一緒

に頑張り素晴らしい IM にするよう頑張りたいと思います。 

1 月 26 日の例会は夜間例会ではなく、昼間の例会に成

っておりますので、間違わないで頂きたいと思います。 

本日はこの後、新会員入会式など沢山のセレモニーが

待っていますので、本庄クラブの会長の時間はこれまで

とさせていただきます。有難うございました。 

 

 
 本庄ロータリークラブ   狩野会長・横尾幹事 

 児玉ロータリークラブ   倉林会長・阿部幹事 

  本庄南ロータリークラブ  長沼会長・堀口幹事 
 

〔幹事報告〕         横尾 巧 幹事 
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・ 立原ガバナーより新年挨拶状が届いています。 
・ 立原ガバナーより中井眞一郎氏（所沢ＲＣ）のガバナ

ー・ノミニー決定通知が届いています。 
・ 下半期会費納入のお願いです。１月１９日（木）に引

き落しします。尚、振込、現金持参の方は１月１９日

（木）までにお願いします。 
・ 本日は夜間例会の為、１月２６日の例会は昼間の通常

例会になりますのでお間違えのないようお願いします。 
 

国際ロータリー第 2570地区 
第４グループガバナー補佐 山田勝治 様  

     
 
新年おめでとう御座います。 

皆様方には健やかな内に新しい年を迎えたことお慶び申し上

げます。 
本日ここに本庄・児玉・本庄南 RCの新年合同例会が本庄
クラブさんのホストで開催されることに、重ねてお慶び申し上げ

ます。私も「めでたさも中ぐらいかな」で新年を迎え、家族と

多々良沼という湖に浮島があり、そこで「初日の出」を拝み、浮

島弁才天に今年一年の家内安全と交通安全を願ってまいりま

した。そして群馬県で行われる、実業団のニューイヤー駅伝の

応援、若いころ駅伝で埼玉駅伝で秩父神社から埼玉県庁まで

を四年間、たすきをつないで走ったことがあり、その時、沿道で

の応援に感謝の気持があり、今も選手に応援したいのが常で

あり、毎年の行事になっているところです。 
この様なことで新年を迎えたところですが、東日本を襲った震

災に遭われた人々の一日も早い復興を願うところです。 
さてカルヤン、バネルジーIR会長の『こころの中を見つめよう、
博愛を広げるために』 
「家族」→家族が中心 
「継続」→得意とすること知り継続をしながら次へつなげる 
「変化」→自分自身が替わる 
そして第２５７０地区立原雅夫ガバナーの「SMART（賢い）
ROTARYを探してロータリーって何ですかをもう一度考える 
 ～継続できるロータリークラブとは～ で取り組み、地区大会

も皆様の協力と趣向を凝らした演出により、記憶に残る大会を

行い、早くも半年が過ぎました。私も第四グループのガバナー

補佐として、皆様のご支援とご協力で、科せられた役目が出来

ているかなと、思っているところです。ですがまだ私には大きな

仕事が残っております。これは第四グループの IMです、この
IMですがグループの会長・幹事さんの応援、ホストクラブの本
庄南クラブの全員の皆様が色々な角度から、準備を進めて  

「交通安全への意識を高める」をテーマに順調に進んでおりま

す、期待してください。GSEの受入、研修には積極的に参加、
より奥深いロータリーを知ろうではありませんか。 

RIではポリオ撲滅に取り組み→ ラストインチポリオとなり、
次なる目標世界平和かと思われるところです。 終わりに皆様

が今年も素晴らしい年であることを祈念します。 
1月はロータリー理解推進月間です、勉強してください。       
                                    
〔1月の誕生祝い〕 

 
阪上清之介 1月   1日  髙橋福八    １月   2日 
戸谷清一       １月   2日  山田喜一       １月   2日 
佐藤賀則        1月 19日  岡崎正六  1月 25日 

 

〔1月の結婚祝い〕 

 
大野 寛 1月   6日  山田喜一 1月 10日 

 

〔新会員入会式〕 
本庄ＲＣ 野田貞之 会員 

 
 

 



〔ニコニコ BOX〕 
狩野輝昭 
「本庄南ロータリークラブ・児玉ロータリークラブの皆

様。本日はどうも有難うございます。」 
「クリスマスパティー盛大に出来ました。有難うござい

ます。」 
 
梅澤 茂 様（深谷ノース RC） 
「明けましておめでとうございます。本日は次年度ガバ

ナー補佐予定者として、出席させていただきました。よ

ろしくお願い致します。」 
 
「新年あけましておめでとうございます。本庄ロータリ

ークラブのみなさん、今年もよろしくお願い致しま

す。」 
狩野輝昭 横尾 巧 金井福則 茂木 聡 澁澤健司 
茂木 正 坂本雄一 加藤玄静 中島高夫 髙橋福八 
横尾セツ 岡崎正六 橋本恒男 斉藤一英 三宅健吉 
坂本優蔵 八木茂幸 石原 修 田中 克 山田喜一 
真下恵司 佐藤賀則 下山正男 戸谷清一 土屋 進 
岡芹正美 井河彰久 髙橋祐介 長谷川京子 杉山淑子 
渋谷修身 矢島淳一 浅香 匡 須永秀和 春山茂之 
温井一英 飯塚明男 中村 孝 萩原達夫 
 

懇  親  会 
 

〔会長挨拶〕 
本庄ロータリークラブ 狩野輝昭 会長                   

 
 

〔乾 杯〕 
本庄ロータリークラブ 戸谷清一 直前会長  

 
 
 

〔挨 拶〕 
国際ロータリー第 2570地区   
加藤玄靜 パストガバナー 

 
 
〔IM実行委員長〕  
高橋茂雄（本庄南 RC） 

 
 
〔次年度会長・幹事挨拶〕 

 
本庄ロータリークラブ  
橋本恒男 会長・澁澤健司 幹事 
 
児玉ロータリークラブ  
吉田英一 会長・山下政信 幹事 
 
本庄南ロータリークラブ 
小松政敏 会長・後閑純一 幹事 



〔一の〆〕 
児玉ロータリークラブ 
パスト会長 中林 様 

 
 
〔二の〆〕 
国際 RC第２５７０地区 
次年度第 4グループガバナー補佐  
梅澤  茂 様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔三の〆〕 
国際 RC第２５７０地区 
第 4グループガバナー補佐  
山田勝治 様 

 
 
〔閉会の挨拶〕 
国際ロータリー第 2570地区   
パストガバナー  
髙橋福八 様 

 
 
 
次回プログラム発表 
1月 19日（木） PM12:30～ 第 2例会 
早稲田大学教授 中里秀則様卓話   

 
広聴広報委員会  山田喜一・笠原 勝・金井福則・境野三郎 

■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 


