
 
 

《本日の例会》  
 

会員卓話 イニシエーションスピーチ 
 

進 行 SAA   
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。暑さ寒さも彼岸までとは良く言っ

たものです。彼岸に入った途端に過ごしやすく成り、よ

く眠れる毎日が続きます。皆さん夏の疲れを取り除いて

ください。 
 さて 10月に入りまして、いよいよ本庄 RCにもスピー
ドが乗ってまいりました。今までは助走期間でしたが、

これからが本番です。皆さんの力を頼りに全力で頑張り

たいと思います。また、今月は行事が盛りだくさんに有

ります。都合をつけて全員の参加で、本庄 RCの活性化の
協力をお願いいたします。 
私のテーマで有ります、「社会奉仕の継続を・・・」

のテーマ通り社会奉仕活動が活発化いたします。奉仕活

動をともに協力し合う仲間として、全員参加による奉仕

活動を展開してまいりたいと思います。絶大なるご協力

をお願いいたします。また、新会員については、社会奉

仕の喜びを知って頂くためにも、ぜひ参加して戴くこと

をお願いいたします。 
９月２６日に地域活性化委員会の情報集会が行われ、

非常に熱い話し合いが行われ、この後報告があると思わ

れますが、今後の活動の内容が充実されていると思いま 

 
す。植樹・楽市・警察訪問・福祉施設慰問・などなど、

社会奉仕部門だけでは到底出来ません。これこそ CLPの
考えを徹底し協力をお願いします。 

10月 13日の第 2例会は職業奉仕部門担当の会社訪問で
す。赤城乳業の新工場の見学です。南クラブとの合同例

会を行う予定です。今年度初めての合同例会です。 
 10月 20日は社会奉仕部門の植樹です。地域社会の為の
奉仕活動です。地域の方や幼稚園児などと社会奉仕を楽

しんで頂きたいと思います。すでに自治会長さんには連

絡すみです。 
 10月 27日はクラブ奉仕部門の親睦旅行です。狩野・横
尾年度の重要な行事です。 
船下りで東京スカイツリーやアサヒビールの本社ビルな

どを眺めながら浅草寺、国会議事堂の見学とミシュラン

での評価が一つ星の坂井宏行シェフのレストランでの食

事など、盛りだくさんです。ぜひ奥様ともどもご参加し

てください。坂井シェフも当日は顔を出してくれ、写真

撮影に快く応じてくれることになっております。秋の 1
日を楽しく過ごして頂きたいと思います。 
 ロータリークラブは親睦と奉仕を目的にするクラブで

す。ロータリークラブに入会したからには親睦と奉仕活

動はぜひ参加していただきたく思います。 
 
〔幹事報告〕         横尾 巧 幹事 

 
 

・ ガバナー事務所よりクラブピーアールの写真送信、

クラブ会長のスローガン記入のお願いが届いていま

す。 
・ ガバナー事務所より「われらこぞってロータリアン

ズ」「私の家族」「私の愛用品」「私の３つ星グル
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メ」の投稿依頼が届いています。 
・ ガバナー事務所より「我等の生業」の寄稿のお願い

が届いています。 
・ ＲＩよりクラブ表彰（会長賞とチェンジメーカー

賞）の二つの賞の説明が届いています。 
・ ガバナー事務所よりガバナー公式訪問の掲載が１１

月号になりますの報告が届いています。 
・ 社会福祉法人本庄市社会福祉協議会より赤い羽根カ

ード募金への協力についての依頼が届いています。 
・ 本庄南ロータリークラブより１０月１３日の合同例

会及び合同企業訪問のお願いが届いています。 
・ 第３５回本庄学生書道展開催についての協賛のお願

いが届いています。 
・ 深谷ロータリークラブ創立５０周年祝賀会の案内状

が届いております。 
・ ふるさと本庄歌謡祭のお礼状が届いております。 
・ ＳＡＡより例会の食事のアンケートを配布しますの

で、お帰りまでに卓上において下さい。 
 
〔地区報告〕  クラブ研修セミナー修了証贈呈 

 
             高柳育行 パスト会長 

戸谷清一 直前会長 
狩野輝昭 会長 

 
〔委員会報告〕        
10/13 企業訪問について  

   八木茂幸 担当副会長 
 

10/20 植栽事業について 
10/26 本庄警察署慰問について 

地域活性化委員会  五十嵐敦子 委員長 
 

10/27 親睦旅行について 
親睦活動委員会              萩原達夫 委員長 

 
「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 
 
〔会員卓話 イニシエーションスピーチ〕 

          髙橋祐介 会員  
長崎隆司 会員 

 
 
 

〔１０月の誕生祝い〕 

 
巴 高志 10月 20日 
長崎隆司 10月 20日 
横尾 巧 10月 23日 
 

〔１０月の結婚祝い〕 

 
矢島淳一  10月 5日 
春山茂之  10月 6日 
神宮つぐよ 10月 13日 
戸谷清一  10月 14日 
橋本恒男  10月 17日 
坂本雄一  10月 18日 
石原輝彌  10月 21日 
石原 修  10月 28日 
 

〔ニコニコ BOX〕 
 

笠原 勝 
「10月 1日（土）本庄市民文化会館大ホールにて、2011
テャリティーカラオケ発表会＆大会を「ふるさと本庄歌

謡祭」を開催致しました。1000人以上の来場者があり大
盛況でした。ご協賛誠にありがとうございました。」 

 
狩野輝昭 
「来月は例会が２回です。今月は全例会出席しましょ

う。」 
「植樹祭たくさんの参加お願いします。」 
「親睦旅行たくさんの参加お願いします。」 
横尾 巧 
「今月は、いろいろと行事がありますので、皆様のご協

力をお願いします。」 
 



萩原達夫 
「１０月２７日親睦旅行、楽しい企画にいたしますので

参加よろしくお願いします。」 
 
加藤玄靜  
「本年度第一回ゴルフコンペでダブル優勝致しました。

同伴者の下山、内野、岡崎会員に感謝、感謝です。」 
「国際ロータリー理事の指名委員に委嘱されました。大

役なので、責任をまっとう致します。」 
 
金井澄雄 
「本日は、カゼの為欠席します。先日は、ゴルフコンペ

に参加させて頂きました。ゴルフ部役員の皆様ご苦労様

でした。」 
「ゴルフコンペで一緒に回った渋沢さん、坂本雄一さん、

長谷川京子さんお世話になりました。」 
 
ゴルフ部長 巴 高志 
「先日の第一回ゴルフコンペに大勢の会員に参加頂きま

してありがとうございました。加藤パストガバナー優勝

おめでとうございました。」 
 
高柳育行 
「加藤研修リーダーのもとクラブ研修リーダーセミナー

で講師をさせていただきました。狩野会長、戸谷直前会

長ご苦労様でした。」 
 
茂木 正 
「秋の素晴らしい季節を楽しみましょう。」 
 
澁澤健司・中村 孝・春山茂之・下山正男 
「新入会員の飯塚章治会員、福島正美会員、髙橋祐介会

員、長崎隆司会員、大野寛会員卓話よろしくお願い致し

ます。」 
 

〔出席報告〕 
  

 

  

 

 

次回プログラム発表             
10月 13日（木） PM12:30～ 第２例会 
企業訪問 赤城乳業本庄千本木桜５Ｓ工場見学 
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