
 
 

《本日の例会》  
 

山田ガバナー補佐表敬訪問  
新入会員イニシエーションスピーチ  

 

進 行 SAA 岡崎正六 
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。狩野・横尾年度も 2ケ月目に入り
ました。大過なく例会を進行できましたことは、一重に

皆様方のご協力の賜物と感謝申し上げます。地区セミナ

ーや情報集会にもお忙しい中、積極的にご出席いただい

て居る事を重ねて御礼を申し上げます。 
新入会員も増え活気ある、例会となっていますが、

益々クラブが反映することを願っているところです。ま

た、８月は会員増強および拡大月間です。知人友人をご

紹介いただきたいと思います。本日の理事会でも 2名の
会員候補の推薦を認めて頂きました。一週間皆様方の所

に入会候補者の賛否をお願いいたします。 
また、本日は南クラブより、山田ガバナー補佐をはじ

め、浅田 RLI研修委員・本庄クラブのパスト会長でも有
ります、南クラブの初代会長の戸谷会員をお迎えいたし

ております。お忙しい中、お三方には大変ありがとうご

ざいます。 
  
 

 
先日地区の社会奉仕部門セミナーに行ってまいりまし

た。2520地区岩手・宮城のパストガバナーの笹氣光祚
（ささきみつとし）氏の卓話を聞きました。今回の東日

本大震災の話でした。その中で公平と言うことが非常に

難しいという話に感動しました。と、申しますのはシェ

ルターボックスと呼ばれるテントを被災者に配ろうとし

たところ、役所から全員分がそろったら配布してほしい

という事だったそうです。しかし、せっかく幾つか有る

のだから、使うべきだとの闘いがあったそうです。市町

村と相談をするとすべてが遅くなる。だから、個人的に

動くべきだと言っていました。こんな事だから、赤十字

のお金もまだ、半分も被災者に届いていないのだと思っ

て聞いていました。それにしても公平とは難しいものだ

なと思います。4つのテストの中にも皆に公平かという一
文もありますが・・・。社会奉仕は大変難しいものだと

思いますが、今後もロータリー精神の親睦と奉仕を心に

命じ頑張っていく所存です。どうぞよろしくお願いいた

します。 
 

 地区セミナー報告 
7月 23日狭山勤労福祉センターへ狩野・横尾幹事・五十
嵐社会奉仕委員長が出席してまいりました。先ほど申し

上げましたが、笹氣パストガバナーの卓話を聞いてまい

りました。また、本庄のメンバーで地区役員の加藤パス

トガバナー・春山社会奉仕部門委員も出席いただいてお

りました。 
 
〔幹事報告〕         横尾 巧 幹事 

 
 

山田ガバナー補佐様、戸谷様、浅田様、長沼様 本日

はようこそおいで下さいました。 
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・ ガバナー月信が届いています。一部お持ち帰り下さ

い。 
・ 「わかりやすいロータリー」を配布しますので一部

お持ち帰り下さい。 
・ 「ロータリークラブへお入りになりませんか？」を

配布しますので一部お持ち帰り下さい。 
・ ガバナー事務所より８月のロータリーレート１ドル

８０円の通知が届いています。 
・ 米山記念奨学部門委員会より、普通寄付金所得控除

のお知らせが届いています。 
・ 直前ガバナー事務所より、前年度Ｒ財団寄付金と米

山記念奨学会寄付の実績一覧が届いています。 
・ ボーイスカウト埼玉県育成会より維持会費お振込の

お礼状が届いています。 
・ 本庄市社会福祉協議会よりお礼状が届いています。 
・ 本庄市社会福祉協議会本庄市ボランティアセンター

よりボランティア情報の掲載希望についてが届いて

います。 
・ 本庄市国際交流協会より交流部会バスツアーの案内

が届いています。 
・ 地区より国際奉仕部門セミナー開催のお知らせが届

いています。 
・ 会長、幹事会のお知らせが届いています。 
・ ４Ｃゴルフコンペのお知らせが届いています。 
・ 会員増強推薦カードを作成しましたので配布します。 
 
 

〔地区報告〕 
 地区社会奉仕部門セミナー報告 

地区社会奉仕委員会  春山茂之 副委員長 
 
〔委員会報告〕 

会員増強委員会    井河彰久 会員 
 
「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    斉藤 一英 会員 
 
〔８月の会員誕生祝い・結婚祝い〕 

親睦活動委員会    萩原達夫 委員長

 
 
 

誕生祝い 
飯塚明男 8月 7日
坂本優蔵 8月 9日
藤井 仁   8月 2日
飯塚章治 8月 13日
斉藤一英 8月 12日

 
結婚祝い       8月の結婚祝いはいません。 
 
〔ニコニコボックス〕 
ガバナー補佐 山田勝治 様 
「2011～2012年度ガバナー補佐を勤めます。皆様の暖か
いご支援をご協力お願いします。」 
 
浅田 進 様・長沼 章 様 
「補佐訪問に随行しました。」 
 
加藤玄靜 パストガバナー 
「山田ガバナー補佐始め、本庄南 RCの皆様歓迎致しま
す。」 
 
高柳育行 
「山田ガバナー補佐様、戸谷様、浅田様、長沼様ようこ

そ。」 
 
狩野輝昭 
「ガバナー補佐山田さん、ようこそ」 
「本庄南ロータリークラブ長沼会長、戸谷パスト会長、

浅田パスト会長、いらっしゃいませ。」 
「増強・拡大特別月間です。ご協力よろしくお願いしま

す。」 
 
横尾 巧 
「山田ガバナー補佐及び随行者の皆様、本日はようこそ

おいでくださいました。」 
 
内野昭八郎 
「戸谷さん、山田さん、浅田さん、長沼さん、暑い中 
本庄 RCへ、ようこそ。」 
 
金井澄雄 
「宜、山田さん、戸谷さん、長沼さん、浅田さんご来場

頂きありがとうございます。」 
 
春山茂之 
「山田ガバナー補佐、本庄南 RCの皆様、ようこそいらっ
しゃいました。」 
 
竹並栄一郎 
「本庄南ロータリークラブの皆様の来訪を歓迎致しま

す。」 
 
茂木 正 
「山田ガバナー補佐、ご来訪ありがとうございます。」 
 
佐藤賀則 
「山田ガバナー補佐、ご苦労様です。頑張って下さ

い。」 
 



矢島淳一 
「山田ガバナー補佐、随行の皆様、来訪ありがとうござ

います。申し訳ありませんが、所用がありますので、早

退させて頂きます。」 
 
岡崎正六 
「山田ガバナー補佐、ご来訪ありがとうございます。」 
 
橋本恒男 
「諸用で早退します。」 
 
澁澤健司 
「山田ガバナー補佐始め、本庄南 RCの皆様歓迎致しま
す。」 
 
関口礼子 
「日豪等、中止になって、びっくりしています。」 
 
笠原 勝 
「7/30～31の 2日間秋田、駒ヶ岳（1637.4ｍ）に仲間 15
人と登ってきました。最高の展望に感動しました。」 
 
中村 孝 
 
 
〔出席報告〕 

 
 
 
 
 

次回プログラム発表            
日時：8月 11日（木） PM12:30～ 第 2例会  
行事：地区クラブ奉仕部門委員長 山口 茂様卓話 
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