
 
 

《本日の例会》  
 

会長方針発表 
  

進 行 ＳＡＡ 巴 高志 チーフ 
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 
 
〔新旧会長幹事バッジ交換〕 

 
 
〔会長挨拶〕  
２０１1～２０１２年度  

本庄ロータリークラブ  狩野輝昭 会長  

 
 

 皆さんこんにちは。本庄 RC第 49代会長を仰せつかり
ました狩野でございます。ただいまより、本年度の会長

挨拶をさせていただきます。  

 
 歴史と伝統のある本庄 RCの会長には力不足であると思
いますが、会長を仰せつかったからには誠心誠意、粉骨

細心本庄ロータリークラブの為に頑張りたいと思います。 
本年度の方針は「社会奉仕の継続を・・・」というこ

とでございます。ロータリーの綱領でも「奉仕の機会と

して知り合いを広めること。」とあります。私の入会動

機もこれでありました。少しでも社会の為に奉仕活動を

行いたいと願っていたからでございます。 
ですから、私はロータリークラブの原点は社会奉仕と

考えていますし、本庄ロータリークラブの諸先輩方に教

えていただいたのは社会奉仕でありました。阪神・淡路

大震災の時には、寒い中街頭募金を行い、募金を集め、

神戸の人達に寄付をいたしました。社会福祉協議会には

ヘルパーさんのバイクを 10台も寄付しました。新生児の
森という植樹なども行い、ロータリーの森も総合公園内 
や市民グラウンドの脇等あらゆる場所に作り、本庄市の

福祉活動の助けを行ってきた事を忘れません。弱者の為

に少しでも協力できるロータリークラブでありたいと考

えています。私自身もこの諸先輩方の教えを今、本庄ロ

ータリークラブのロータリアンと共に考え、社会奉仕の

継続を進めていきたいと考えています。 
 昨年度と少々変えたところがございます。本年度は

ニコニコボックスの毎回例会時への投入を廃止し、本当

に喜びがありました時にニコニコと投入を頂きたいと思

います。慶事の折には沢山のご投入は大歓迎でございま

す。沢山のご投入をお待ちしております。 
ただ初回のニコニコボックスは例年通り理事会の承認

を得て行うことといたしました。ご理解いただければ幸

いでございます。 
本年度は地区への拠出金が一万円増加し、予算編成も

大変になり、なお、ニコニコボックスの例会時の投入を

止めるということは、当然、会の運営費が厳しくなるこ

とは理解をしております。しかし、出来うる限り予算内

で運営をしていく覚悟でございます。 
今年度は受益者負担事業も多くなるかと思いますが、

ご理解を賜りご協力をお願いする次第でございます。 
① 資金が不足していてもお金の掛からない手作りで
の施設訪問は行いたいと思います。 

② 社会奉仕事業はニコニコボックスへの投入や楽市
の収益金を利用したり、地区財団の協力を仰ぎ実

行してまいります。 
③ 植樹については彩みどりの埼玉づくり県民提案事
業基金を活用し、本庄総合公園内に地域住民と幼

稚園児などと共同し植樹を行いたいと思います。
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（助成金五十万円決定済み） 
④ 書き損じはがきの回収を行い世界寺子屋運動に協
力したいと思います。 
このように少ない予算でも大きな効果を出すよ

う努力をしてまいります。 
もう一つ昨年度と変更点があります。入会金を

十万円から五万円に引き下げました。会員を増や

す手段になるだろうか？。不公平はないだろう

か？。 
悩んだ挙句でございます。理事の方にも相談し、

今この時代は仕方ないところもあるのではないか。

と理解を頂いた次第です。 
 その他、新入会員の増強・退会防止のための顧

問制やニコニコボックスへの投入者が壇上で発表

する。会員の卓話や会員の発言を増やす企画や・

参加を増やすバズセッションも積極的に行ってい 
きたいと思います。情報研修委員会やパスト会長

の皆さんのご協力を頂きながら、節度あるロータ

リークラブと楽しいロータリークラブをミックス

したクラブ運営を行いたいと思います。一年間ど

うぞよろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。 
 
〔幹事報告〕         横尾 巧 幹事 

     
 
 皆様、こんにちは。本年度幹事を務めさせていただき

ます横尾 巧でございます。宜しくお願い申し上げます。
伝統と格式のある本庄ロータリークラブの幹事のご指名

を頂き大変緊張と身の引き締まる思いでございます。 
 まだまだ未熟な私ではございますが、幹事としての責

任をしっかりと受け止め本年度を務めて参りたいと思い

ます。「社会奉仕の継続を」をスローガンとして狩野会

長を支えて一年間、微力ながら精一杯努めさせて頂きま

すので、昨年度同様に、皆様のご支援とご協力を宜しく

お願い申し上げます。 
 なお本日は、本庄ケーブルテレビの取材を受けており

ます。 
 

 それでは、幹事報告をさせて頂きます。 
 

１． 上半期の年会費納入のお願いです。 
口座引き落としの方は 7月 14日に振替させて頂き
ますので、大変恐縮ですが通帳残高の確認をお願

い致します。残高不足となりますと手数料が発生

するそうですのでご了承願います。また、直接事

務局に納入して頂ける方々は 7月 21日迄にお願い
致します。 
 

２． メインテーブルに年度計画書とロータリー手帳と

ロータリーの友が届いております。一部ずつお持

ち帰り下さい。 
３． 本庄ライオンズクラブ会長、幹事、会計の就任挨

拶状が届いています。 
４． 地区分担金納入のお願いが届いています。 
５． 平成 23年度社会福祉協議会会費のご協力のお願い

が届いています。 
６． ボーイスカウト平成 23年度維持会費のお願いが届

いています。 
７． 本庄市国際交流協会の 2011年度会費納入のお願い

が届いています。 
８． 第 1 回会長、幹事会開催のご案内が届いています。 
９． 米山記念奨学部門セミナー開催のご案内が届いて

います。 
10． 第 1回クラブ奉仕部門「広報・記録」セミナー開

催のご案内が届いています。 
11． 2011-12年度 社会奉仕部門セミナー開催のご案内

が届いています。 
12． 2011-12年度 職業奉仕部門セミナー開催のご案内

が届いています。 
13． 学友会だより VOL.19が届いています。 
 

以上回覧させて頂きます。 
これで幹事報告を終了させて頂きます。どうぞ一年間宜

しくお願い致します。 
 
〔新入会員入会式〕 

 
飯塚章治 会員 推薦者 石原 修 
斉藤一英 会員 推薦者 井河彰久 
長崎 隆 会員 推薦者 田中 克 
福島正美 会員 推薦者 加藤玄靜 
 
〔誕生日、結婚祝の報告〕       

親睦活動委員会 萩原達夫 委員長 
〔誕生日〕 
金井澄雄 7月 1日 杉山淑子 7月 21日
中村 孝 7月 23日 橋本恒男 7月 12日
矢島淳一 7月 9日 山本道彦 7月 25日
小山正彦 7月 8日

 
 



〔結婚祝〕 
飯塚明男 7月8日 
 
〔ニコニコボックス〕 
梅村孝雄 
「クラブ在籍 30年のお祝いを戴きました。ありがとうご
ざいました。40周年までは無理ですが、細く長く頑張り
ます。狩野、横尾年度、ダブルセブンからのスタート、1
年間がんばってください。応援します。」 
 
内野昭八郎 
「六月三十日のサヨナラ例会の席で戸谷パスト会長より

はからずも、銀婚式と在籍三十年の二つのお祝いを頂き

まして誠にありがとうございました。本日記念すべき狩

野、横尾年度の第一例会で前回のお礼といたしましてニ

コニコ BOXへ感謝の気持ちを持って投入させていただき
ました。ありがとうございました。」 
 
金井澄雄 
「7月 1日の誕生日で、喜寿を迎えることが出来ました。
これも偏に、皆様のあたたかい心にふれることが出来ま

したおかげです。」 
 
関根 貢 
「喜寿のお祝い、ありがとうございました。もう少し生

きますのでよろしく！！。」 
 
真下恵司 
「7月 2日は私ごとでお世話様でありがとうございまし
た。」 
 
加藤玄靜 
「真下恵司会員の祝賀会に参加して頂きましてありがと

うございました。」 
「四人の新入会員歓迎します。」 
 
春山茂之 
「新入会員の皆様、おめでとうございます。宜しくお願

いします。」 
 
関口礼子 
「ニュージーランドの地震でもかわいですね。」 
 
飯塚明男 
「看護の講義のため早退させてもらいます。」 
 
塚越 茂 
「ごぶさたをしてます。第一例会おめでとうございま

す。」 
 
金澤喜作 
「ひさしぶりです。よろしくお願いします。」 
 
髙木 学 
「久々の出席です。本庄近辺を走り回っています。」 
 
髙橋福八 
「狩野年度スタートおめでとう。応援します。」 
 

加藤玄靜 
「狩野、横尾年度の出発を祝します。」 
 
春山茂之 
「戸谷、中島前年度会長幹事ご苦労様でした。又、狩野

横尾年度会長幹事頑張って下さい。」 
 
関根 貢 
「狩野会長、横尾幹事さん期待してます。ロータリーラ

イフを楽しんで下さい。」 
 
坂本雄一 
「宜しくお願いします。」 
 
杉山淑子 
「今年一年どうぞよろしくお願い致します。」 
 
岡崎正六 
「狩野会長、横尾幹事おめでとうございます」 
 
竹並栄一郎 
「狩野、横尾年度のスタートです。頑張ってくださ

い。」 
 
藤井 仁 
「本日は初日です、1年頑張ってください。」 
 
野村正行 
「狩野、横尾年度の出発のかどでに対して。」 
 
竹並紀松 
 
須永秀和 
「本年も宜しくお願いします。」 
 
石原 修 
「本年度もよろしくお願いいたします。」 
 
下山正男 
「出席委員会で 1年間よろしくお願い致します。」 
 
長谷川京子 
「会長、幹事 1年間に気をつけて、頑張ってくださ
い。」 
 
山本道彦 
「狩野横尾年度、ご苦労様です。よろしくお願いしま

す。」 
 
野澤章夫 
「狩野、横尾年度のスタートです。出席委員会でお世話

になります。よろしくお願いします。」 
 
笠原 勝 
「狩野会長、横尾幹事年度初例会おめでとうございます。

1年間がんばって下さい。」 
 
岡芹正美 
「今年度もよろしくお願いします。」 
 



金井澄雄 
「会長幹事様ご就任おめでとうございます。今後ともご

指導のほど宜しくお願い致します。」 
佐藤賀則 
「狩野会長、横尾幹事おめでとうございます。」 
 
狩野輝昭 
「2011～2012年度、狩野、横尾年度よろしくお願いしま
す。」 
 
横尾 巧 
「狩野、横尾年度のスタートです。皆様宜しくお願い致

します。」 
 
戸谷清一 
「狩野会長、横尾幹事年度、がんばって下さい。」 
 
橋本恒男 
「1年間、勉強します。」 
 
三宅健吉 
「狩野、横尾年度一年通して盛り上げて生きましょ

う。」 
 
八木茂之 
「本年も、宜しくお願いします。」 
 
横尾セツ 
「新年度、第一例会となりました。皆様と共に楽しい 1
年でありますよう努力いたします。」 
 
渋谷修身 
「今年度、会計としてお世話になります。」 
 
巴 高志 
「今年 1年間例会の進行に対して皆様にご協力をお願い
致します。」 
 
高柳育行 
「情報研修委員長としてお世話になります。一年間よろ

しくお願い致します。」 
 
温井一英 
「プログラム委員長を一年間頑張りますのでよろしくお

願いします。」 
 
山田喜一 
「一年間よろしくお願い致します。」 
 
 
 
 

 

萩原達夫 
「親睦委員長を任命されました。よろしくご協力お願い

します。」 
 
五十嵐敦子 
「本年度も、明るく元気に頑張ります。どうぞよろしく

お願いします。」 
 
浅香 匡 
「職業奉仕委員長として今年 1年お世話になります。」 
 
茂木 正 
「本年度、交際奉仕委員長を務めさせて頂きます。地区

を含め宜しくお願い申し上げます。」 
 
中村 孝 
「新世代部門、１年間宜しく。」 
 
澁澤健司 
「狩野会長、横尾幹事のもと頑張ります。」 
 
田中 克 
「狩野年度、しっかり頑張って下さい。」 
 
茂木 聡 
「ニコニコ BOX委員長の茂木です。一年間どうぞ宜しく
お願い致します。」 
 
〔出席報告〕 
 
 
 
 
 
 
次回プログラム発表            
日時：7月 14日(木)  PM  12：30～ 第 2例会 
行事：クラブ協議会（SAA、各部門委員長）  
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