
 

 

 

 

 

 
 

 
《本日の例会》 

 
クラブ協議会 

 

進 行 ＳＡＡ  
点 鐘 午後 12 時 30 分 戸谷清一 会長 

ソング 我等の生業・四つのテスト  

童 謡 雨ふり 

 

〔会長挨拶〕         戸谷清一 会長  

 
 

皆様こんにちは。大変ご多用のところ多数会員の皆様の

ご出席いただき本当にありがとうございます。今日は例会

後クラブ協議会を開催いたします。 
まず初めにご来賓のご紹介を申し上げます。米山奨学生

の鄭亨在ｼﾞｮﾝﾋｮﾝｼﾞｪ君ようこそおいでいただきました（韓

国 34歳 早大大学院国際情報通信研究科修士 2学年）。 
狩野会長エレクトより６月３日(金)に開催されたロータ

リーリーダーシップ研究会)説明会の報告がありました。 
また同日６月３日(金)の６時３０分より高柳ガバナー補

佐の招集による第４グループの今年度と次年度合同会長幹

事会が埼玉グランドホテルにて開催されました。 
渋澤親睦委員長より６月３０日(木)の「さよなら例会」

の経過報告とご同伴でのご出席のお願いがありました。 
６月１１日(土)は中止になった今年度の地区大会の代わ

りに地区会合が開催されます。会長、幹事、パストガバナ

ー、地区役員･委員１５名ほど出席します。 
竹並栄一郎会員よりロータリービルダー賞の受賞の報告

がありました。金井澄雄会員ほかパスト会長全員の推薦で

した。 
 

 
 
 
６月１５日(水)上里ロータリークラブ  

メイキャップのご案内 
１８時３０分～ 会場：上里小菊 中島幹事へ申し込み 
７月１４日(木)１３時４０分～ 臨時決算役員会  
例会後、矢島地域活性化委員長よりニコニコボックスの

報告がありました。 
巴出席委員長より出席率の報告がありました。 
野沢副委員長より次回プログラムの報告がありました。 
 
２．クラブ協議会（2010～2011年度を振り返って） 
   ① 奉仕プロジェクト部門長      福島 文江 
   ② 職業奉仕委員長          福島 文江 

③    地域活性化委員長         矢島 淳一 
    （国際貢献委員会の報告も兼ねる） 
③ ロータリー財団部門          竹並栄一郎 
④ 米山記念奨学部門長          橋本 恒男 

 ☆クラブ協議会講評   髙橋福八パストガバナー 
             加藤玄静直前ガバナー 
３．報告・予定 
   
 ５月２６日（木） ８時２０分  

第３回ゴルフコンペ：商工会議所駐車場 
１８時３０分 夜間例会：埼玉グランドホテル本庄 

 ５月２８日（土）１５時～１６時３０分  
埼玉県腎アイバンク協会 総会 

          埼玉県県民健康センター     

６月 ２日（木）１１時～ 役員理事会 
埼玉グランドホテル本庄 

         １２時～ 第１例会 ☆クラブ協議会  

         １８時３０分～ 新旧合同理事会 
 ６月 ３日（金）１３時３０分 

「ロータリー･リーダーシップ研究会」 
        １８時３０分 第４グループ会長幹事会 
 ６月 ９日（木）１２時～ 第２例会 ☆クラブ協議会 
 ６月１０日（金）１４時～  

日台ロータリー親善会議 京都市 
 ６月１１日（土）１５時点鍾 ＲＩ2570地区  

地区会合 志木市民会館 
 ６月１２日（日）１６時～  

米山学友総会＆新奨学生歓迎会   

 ６月１６日（木）１２時～ 第３例会 
埼玉グランドホテル本庄 

           ☆栗山昇地区研修委員長の卓話  

国際ロータリー第2570地区 第 4グループ 

本庄ロータリークラブ会報 

№４8－44 第２338回 例会 2011年 6月 9日（木） 6月 16日（木）発行 
2010～11年度 国際ロータリー会長 レイ・クリンギンスミス 第 2570地区 ガバナー 西川武重郎  
会長 戸谷清一 会長エレクト 狩野輝昭 副会長 橋本恒男 藤井 仁 福島文江 幹事 中島高夫 



 ６月２３日（木）１２時～ 第４例会 
埼玉グランドホテル本庄 

            ☆高橋パストガバナーの卓話 
 ６月３０日（木）１８時３０分 さよなら例会 

アメージング・グレイス 
 
 ８月２５日（木）ガバナー補佐公式訪問 
 ９月 １日（木）ガバナー公式訪問 
１１月１９日（土）～２０日（日） 

第２５７０地区 地区大会 
 ２月１８日（土）第４グループ  

インターシティ・ミーティング 
 
 
〔幹事報告〕          中島高夫 幹事 

 
 
皆さんこんにちは、先日 6月３日(金)グランドホテル本

庄に於いて、2010～11年度最後の 4グループ会長・幹事会
が開催されました。高柳ガバナー補佐、山田次期ガバナー

補佐そして本年度、次年度会長・幹事 44名の方が出席され
無事に終了することができました。 
本日は米山奨学生ジョン ヒョンジェ君ようこそいらっ

しゃいました。 
 先週に引き続きクラブ協議会を行ないますので宜しくお

願いいたします。また、例会の終了後すでにご案内いたし

ましたように「パスト会長会」を例会場にて行ないますの

で出席いただきますようお願い致します。 
 
報告事項 
１．第 2回「ロータリー財団部門セミナー」が、東日本大 
  震災の影響で中止となりましたので後半のロータリー

財団部門の動向を添付資料にて届けられて折ります。 
２．本庄市国際交流協会より、語学講座のお知らせ。 
３．本庄市ボランティアグループ連絡会より、平成 23年度
総会のお知らせ。 

４．2011 年イースタンリーｸﾞ公式戦「西武ライオンズ対読
売ジャイアンツ」の御礼。 

５．バナー月信 12号が届けられております。 
 
 
 

〔委員会報告〕 
「さよなら例会について」          

親睦活動委員会   渋澤健司 委員長 
「ビルダー賞について」            

       竹並 栄一郎 パスト会長 
 
〔ニコニコ BOX〕 
 

「本日は、戸矢、中島年度納めの、クラブ協議会です。」 
戸谷清一 中島高夫 下山正男 橋本恒男 矢島淳一 
狩野輝昭 春山茂之 福島文江 金井澄雄 岡崎正六 
田中 克 三宅健吉 茂木 聡 内野昭八郎 岩渕富男 
渋谷修身 竹並栄一郎 温井一英 野澤章夫 八木茂幸 
野村正行 梅村孝雄 巴 高志 石原輝弥 萩原達夫 
高柳育行 杉山淑子 笠原 勝 長谷川京子 髙橋福八 
澁澤健司 中村 孝  

 

〔出席報告〕 
 

 
 
 
 
 

クラブ協議会(2010～11年度を振り返って)       
開会                          

会 長          戸谷 清一 
奉仕プロジェクト部門   福島 文江 
米山記念奨学部門     橋本 恒男   
地域活性化委員長     矢島 淳一 
ロータリー財団部門    竹並 栄一郎 
                                      
次回プログラム発表                 
日 時：6月 16日 (木) 第３例会 PM12：30～ 
卓 話：栗山昇地区研修委員長様 
 場 所：埼玉グランドホテル本庄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
広聴広報委員会  八木茂幸・山田喜一・笠原 勝・梅村孝雄・江積栄一・塚越 茂 

■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 
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