
 
 

《本日の例会》  
 

ガバナー公式訪問例会 
 

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  

 
 

皆さん今日は。本日はガバナー公式訪問です。第２５

７０地区ガバナー立原ガバナー・第 4グループ山田勝治
ガバナー補佐・笛木弘治地区副幹事がご来場いたしてお

ります。ご紹介いたします。 
ようこそ、本日は宜しくお願い申し上げます。後ほど

立原ガバナーには卓話を頂くことになっております。 
 立原ガバナーはロータリーの友によりますと、例会時、

海外からインターネットで会長あいさつを行ったり、ゴ

ルフやギターなども大変上手だと書いてありました。ゴ

ルフは地区大会ゴルフコンペが行われる、霞が関カンツ

リー倶楽部のシングルだそうでございます。 
 また、川越商工会議所の副会頭の重責を担って居ると

もありました。お忙しい中、シングルを保ち続けること

は大変かもしれませんが、ロータリー活動に仕事にゴル

フに、十分お体に注意し重責を全ういたします事をご祈

念申し上げます。 
 話は変わりますが、8月の 27日に新会員と顧問の懇談
会を行いました。出席者は新会員 5名と顧問 7名と会
長・幹事が出席し、和やかにまた、有意義な時間を過ご

しました。今年度の増強委員会のテーマは、増強は勿論 

 
のこと、退会者の防止を掲げている事です。そのため、 
3か月に一度くらい、新会員との懇親会を行いたいと思い
ます。ロータリーの基礎知識などの教育は情報研修委員

会にお願いして行きたいと思います。 
 新会員が入会することにより、友人が増え親睦にも直

結するわけですから、今後も知人友人の推薦をお願いい

たします。 
 先週の 28日には地区の国際奉仕部門セミナーが東松山
の紫雲閣で行われました。当クラブからは会長・幹事お

よび国際奉仕委員長の茂木 正会員・金子 章会員・高

柳 育行会員と加藤パストガバナーが出席しておりまし

た。内容は難民を助ける会の理事長の長 有紀枝さんの

講演でした。難民を助ける会に職員が 70名もいることに
びっくりしました。この人たちの給与を寄付や助成金で

やっていくことは大変だなと感じた事と寄付金が人件費

に回されなければ良いがと思った次第です。他の NPOや
NGOも似たり寄ったりだと思いますが、この人たちの人
数も最小限で運営し、出来る限り援助に回されることを

期待したいと思いました。 
 
〔幹事報告〕         横尾 巧 幹事 

 
 

立原ガバナー様、山田ガバナー補佐様、笛木様、本日

はようこそおいで下さいました。 
 

・ ロータリーの友９月号が届いています。皆様一冊ずつ

お取り下さい。 
・ 米山月間行事での卓話講師のお知らせがガバナー事務

所より届いています。 
・ ２０１３年「規定審議会」立法案の提出についてがガ

バナー事務所より届いています。 
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・ ガバナー月信原稿執筆のお願いがガバナー事務所より

届いています。 
・ 米山梅吉記念館 館報が届いています。 
・ 公益財団法人ロータリー日本財団より「税制上の優遇

措置に伴う寄附者確認のお願い」が届いています。 
・ ガバナー月信１０月号に掲載する為の全員写真を点鐘

後撮影します。 
 

〔地区報告〕 
地区国際奉仕部門セミナー報告 

国際奉仕委員会   茂木  正 委員長 
  

〔委員会報告〕 
「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 
 

〔卓 話〕 
 第 2570地区ガバナー      立原 雅夫 様 

 
 
＊国際ロータリー会長 Ｋ・バネルジー氏は本年度の

テーマを「心の中を見つめよう、博愛を広げるため

に」と提唱しました。 
ロータリアンは自らの心を見つめなおし、その後周り

の世界を見つめてみようと説明された。 
３強調事項を発表しました。 
1） 家族：Ｒ活動は家族が基本です。そして職業 
2） ・社会国際奉仕に通じます。 
3） 継続：もっとも得意とする「ロータリーの奉

仕」を続け、より高いレベルへ。  
4） 変化：激しい時代の変化には、自らが変化し   

なければならない。 
 

地区テーマは、「Smart Rotaryを求めて」 
～継続できるロータリークラブとは～ 

 
＊「ロータリーって何ですか？」の問いに、あなたは

簡潔にどの様に答えられますか？ 
３．１１の「東北大震災」「原子力発電所災害」に、

ロータリアンとして得意のはずの奉仕の方法が見つか

らない。皆様は、いかがでしょうか。 
私自身、まだまだロータリーを理解していないことに

いらだちを感じた。 
ますます、「ロータリーって何ですか？」・・・・・ 
 
 

＊１９０５年にシカゴで P・ハリス他３人で始まった
R活動もおよそ１００年が経過。 
その間、社会的不安定、経済的格差や世界戦争等を乗

り越えて、現在のロータリーを創造してくれた。先人、

先輩たちのご尽力に感謝と拍手をおくりたい。この約

１世紀の終着として「ポリオ・プラス」に表現されて

いる。「End Polio Now」「Last Inch Now」など
成功させたいと思う。 
＊しかし、これからの１００年に向かって RCはどう
するべきか？ 
この１年間、皆様で大いに語ろうではありませんか。 
最近の時代背景は、コンピューターや通信技術の発達

など科学・技術の大きな変化にともない新しいビジネ

スモデル出現、世界の生活環境など大きな変化をして

いる。 
世界に巨大化した R活動も必要にその対応性が要求さ
れることとなるだろう。 
 
＊そこで、ＲＩとＲ財団では次のような内容で次世代

への対応を始めた。 
 
国際ロータリーでは、「RI長期計画」を策定し新しい
ロータリーを構築しようとしている。 
その優先項目は、標語「超我の奉仕」に向かって 
1） クラブのサポートと強化 
2） 人道的奉仕の重点化と増加 
3） 公共イメージと認知度の向上 
 

ロータリー財団では、「未来の夢計画」を発表し次世

代へ移行する計画。 
1） 新補助金制度の策定 ①新築補助金  ②グローバ
ル補助金 

2） 財団学友 
 
次世代に向かっては、ＲＩとＲ財団が統一したベクト

ルの方向を示し、新しいロータリー活動を目指すよう

になった。 
大いに、大勢の皆様と未来の夢を語り合い次世代のロ

ータリーを考えてみたい。 
そして、「ロータリーって何ですか？」の答えを見つ

けたい。 
 
＊『Doing Good in the World』 世界でよいことをしよ
う！ 

現在、これが世界の合言葉です。 
 
＊「明るく・楽しく・美しく」今年は地区を運営して

ゆきたい。 
ご協力をお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



〔9月の誕生祝い〕 

 
浅香 匡  9月 22  日      江積栄一  9月  6日 
笠原 勝 9月 27日       関口礼子 9月 26日 
高柳育行 9月 17日      福島文江  9月 26日 
茂木 正 9月 22日      八木茂幸  9月 29日 
 

 〔9月の結婚祝い〕 

 
井河彰久 9月 15日  杉山淑子 9月 16日 
野澤章夫 9月 27日  福島文江 9月   1日 
斉藤一英 9月 12日 
 

〔ニコニコ BOX〕 
 
狩野輝昭 
「立原ガバナー・山田ガバナー補佐ようこそ。今日は足

元の悪い中有難うございます。」 
 
横尾 巧 
「立原ガバナー様・山田ガバナー補佐様。本日は、よう

こそおいで下さいました。」 
 
加藤玄靜パストガバナー 
「立原ガバナー台風の中ありがとうございます。ご指導

宜しくお願いします。」 
 
関根 貢 
「立原ガバナー様、雨の中有難うございます。」 
 
内野昭八郎 
「立原ガバナー、本日は悪天候の中おいでいただき有難

うございました。よろしくご指導をお願い致します。」 
 

岡崎正六 
「立原ガバナー本日は雨の中お越しいただきありがとう

ございます。」 
 
春山茂之 
「立原ガバナーようこそ。本日はどうぞ宜しくお願い致

します。」 
 
野村正行・渋谷修身・高柳育行 
「立原ガバナー・山田ガバナー補佐ようこそ。本日はど

うぞよろしくお願いします。」 
 
田中 克 
「ガバナー公式訪問、関係者の皆様、ご苦労様です。歓

迎申し上げます。」 
 
戸谷清一・石原輝弥 
「ようこそ立原ガバナー・山田ガバナー補佐・笛木委員

長おいでいただきました。」 
 
八木茂幸 
「立原ガバナー本日は宜しくお願いします。」 
 
横尾セツ 
「立原ガバナー様、大雨の中をようこそおいで頂き有難

うございます。」 
 
三宅健吉 
「立原ガバナー・山田ガバナー補佐・笛木様本日はあり

がとう御座居ます。」 
 
真下恵司 
「立原ガバナーようこそ、お疲れ様です。」 
 
茂木 正・下山正男 
「ようこそ本庄ロータリークラブへお越し下さいました。

手ぐすねをひいてお待ちしておりました。」 
 
杉山淑子 
「本日は足元の悪い中立原ガバナーようこそお越し下さ

いました。本庄ロータリークラブをどうぞ宜しくお願い

致します。」 
 
中島高夫 
「立原ガバナーようこそ本庄 RCにお越し下さいました。
本日宜しくお願いいたします。」 
 
佐藤賀則 
「立原ガバナーごくろう様です。」 
 
澁澤健司 
「立原雅夫ガバナー本日は、本庄クラブへようこそお越

し頂き誠にありがとうございました。よろしくお願い致

します。」 
 
茂木 聡 
「立原ガバナー、笛木財団推進未来の夢委員様、ようこ

そ本庄 RCに。」 
 
 



狩野輝昭 
「2人目の孫ができました。母子共に健康で良かったで
す。」 
「会員の皆様、足元の悪い中ガバナー公式訪問出席有難

うございます。」 
 
橋本恒男 
「ガバナー本庄 RCようこそ 8/13～8/20まで甲子園で高校
野球を見てきました。生はやっぱりよかったです。」 
 
加藤玄靜パストガバナー 
「9月１日は関東大震災朝鮮人慰霊祭です。当地で 80数
名の尊い命を落としております。」 
 
藤井 仁 
「8月の夜間例会有難うございます。」 
 

 
 
〔出席報告〕 
 

 
 
 
 

 
 
次回プログラム発表            
9月 8日（木） PM12:30～ 第２例会  
地区国際奉仕研究委員 長沢  友雄様卓話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

クラブ協議会 

 
 

国際ロータリー第 2570地区ガバナー        立原雅夫 
国際ロータリー第 2570地区ガバナー補佐   山田勝治  
パストガバナー                髙橋福八 
パストガバナー                                                 加藤玄靜 
本庄ロータリークラブ会長        狩野輝昭 
直前会長                戸谷清一 
会長エレクト              橋本恒男 
副会長                 三宅健吉 
副会長                 八木茂幸 
副会長                 横尾セツ 
幹事                  横尾 巧 
会計                  渋谷修身 
SAA                  巴 高志 
情報研修委員会委員長          高柳育行 
プログラム委員会委員長         温井一英 
広報雑誌委員会委員長          山田喜一 
会員増強委員会委員長          田中 克 
親睦活動委員会副委員長         坂本雄一 
出席委員会委員長            石原 修 
地域活性化委員会副委員長        春山茂之 
ニコニコ BOX委員会委員長         茂木 聡 
職業奉仕委員会委員長          浅香 匡 
国際奉仕部門委員長           茂木 正 
新世代部門委員長            中村 孝 
ロータリー財団委員会委員長       矢島淳一 
米山記念奨学委員会委員長        坂本優蔵 
副幹事                 澁澤健司 
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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 


