
 

 

 

 

 

 
 

 
《本日の例会》 

 
卓 話 

 

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  

 

〔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このように多数の

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。 
まず初めにご来賓のご紹介を申し上げます。国際ロータ

リー第 2570地区研修委員長栗山昇様ようこそおいでいただ
きました。本日は卓話をいただきます。そして同じく国際

ロータリー第 2570地区ロータリーの友地区委員浅田進様よ
うこそおいでいただきました。 

 
さて西川年度の地区大会は東北大震災の為中止になりま

したがその代わりに６月１１日(土)に地区会合が開催され
ました。その時の「表彰」「感謝状」の発表をさせていた

だきます。 
☆ 表彰☆  
地区功労賞 
前年度地区幹事       真下 恵司 会員 

 前年度地区大会委員長    春山 茂之 会員 
 前年度地区大会実行委員長  渋谷 修身 会員 
地区奉仕賞 
前年度地区大会幹事     佐藤 賀則 会員 
クラブ・ビルダー賞     竹並栄一郎 会員 
 
 

 
 

2009～2010年度会員増強協力クラブ  
第一位 本庄ロータリークラブ 

2009～2010年度ロータリー財団特別寄付者 
    ポール・ハリス・フェロー  中島高夫 会員 
    ポール・ハリス・フェロー  矢島淳一 会員 
2009～2010年度米山特別寄付者 
    マルチプル・米山功労者   高柳育行 会員 
    マルチプル・米山功労者   今泉憲治 会員 
☆ 感謝状☆ 
前年度地区部門委員長 国際奉仕部門   

茂木 正 会員 
前年度地区 Ontoモントリオール委員長   

茂木 正 会員 
    今年度 直前ガバナー        加藤玄静 会員  

  今年度 第４グループガバナー補佐  高柳育行 会員
今年度地区部門委員長 国際奉仕部門   

茂木 正 会員 
 今年度地区   財務委員長                      真下恵司 会員 
    今年度地区日豪青年相互訪問委員長  

金子 章  会員 
 ６月１５日(水) 

上里ロータリークラブへメイキャップ７名 
 本日６月１６日(木)例会修了後臨時理事会を開催いたし
ます。 
 ☆☆ 卓話 ☆☆ 
国際ロータリー第 2570地区 研修委員長 栗山  昇 様 

   「ロータリー綱領 Ｐ61」「四つのテスト Ｐ110」 
 
渋澤親睦委員長より６月３０日(木)の「さよなら例会」

の報告とご同伴でのご出席のお願いがありました。 
竹並栄一郎会員よりロータリービルダー賞の受賞の挨拶

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。 
 
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．報告・予定 
  ６月 ２日（木）１１時～ 役員理事会 

埼玉グランドホテル本庄 
         

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 

№４8－45 第２339回 例会 2011年 6月 16日（木） 6月 23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 



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１５日（水）１８時３０分  

上里ロータリークラブ メイキャップ                
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  
        １３時４０分～ 臨時理事会 
６月２３日（木）１２時～ 第４例会 

埼玉グランドホテル本庄 
             ☆髙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。本日は国際ロータリー第 2570地区 

地区研修委員長 栗山昇 様大変御多用の中、ようこそお

越しくださいました。後程、卓話を宜しくお願い致します。 
 国際ロータリー第 2570地区 地区ロータリーの友委員長 
浅田進 様ようこそメイクアップに御出で下さいました。 
先日 6月 11日に地区大会中止のため代わりに地区会合が

志木市民会館で開催されました。本庄クラブから地区役員、

会長、幹事 15名の方が出席され竹並栄一郎 パスト会長が
ビルダー賞を受賞されました。 
また、クラブ表彰で、本庄ロータリークラブが 2570地区

の中トップで「会員増強」で表彰されましたので報告致し

ます。 
昨日は本年度解散が決まった上里ロータリークラブに、

加藤パストガバナー、高柳ガバナー補佐、会長、幹事、

次々年度会長、幹事、笠原さんと 7名で最後の例会にメイ
クアップとして、行って来ました。 

 
報告事項 
１．（財）ロータリー米山記念奨学会ニュースより、

「ハイライトよねやま 135号」が届けられて折りま
す。 

２．本庄市ボランティア連絡会より、平成 23年度臨時
例会議事録の報告。 

３．次年度「年度計画書」について、個々の名簿の確認

をお願い致します。 
 
〔地区報告〕 
地区会合での表彰及び感謝状の発表           

戸谷清一 会長 
 
代表挨拶         竹並栄一郎 パスト会長 

 
 

〔卓 話〕 
国際ロータリー2570地区  

研修委員長 栗山 昇 様 

 
 
  「これだけは知っておきたいロータリー情報」 
私は、決して規則の中にロータリークラブが存在してい

ると考えたことはありません。しかし、ロータリークラブ

も一つの組織でありますので、当然規則が存在しておりま

す。それは、国際ロータリー定款、国際ロータリー細則、

標準ロータリークラブ定款そしてクラブ細則であります。

しかし、この規則も、原点は、ロータリークラブがシカゴ

で誕生したときに、弁護士ポールハリス、鉱山技師ガスタ

ヴァス・ローア、石炭商シルベスター・シール、洋反物商

ハイラム・ショーレイの４人が１９０５年２月２３日ロー



アの事務所で一同に会し、自分たちで、いくつかのルール

を決めたのであります。それはそんな難しい４人を拘束す

るような規則ではありませんでした。 
１・「定期的に集まる事ができたなら心からの友になれる

のでは」 
２・「一業種一会員制」 
３・「職業上の相互扶助」 
そして、３月９日に印刷業のハリーラグラスと不動産業の

ウィリアムジェンスンの二人を増強し、６人で２回目の会

合を開き、３月２３日第３回目の会合をシールの経営する

石炭置き場で開催し、ここで役員の任命、定款の作成、ク

ラブ名の決定しシカゴロータリークラブが誕生したのであ

ります。これからは、プロジェクターを使い、現在での

「これだけは知っておきたいロータリー情報」を一緒に研

修して行きましょう。 
 
卓話者栗山昇氏のロータリー歴（抜粋） 
所属 朝霞ロータリークラブ 
入会 昭和５１年９月＊入会以来現在まで例会出席率１０

０％ 
主な地区役員歴 
ガバナー補佐・地区幹事・財務委員長・クラブ奉仕部門委

員長・Ｒ情報委員長（４年間） 
研修リーダー補佐・ＣＬＰ特別委員長・研修委員長・次年

度ロータリーの友地区代表委員 
 

〔卓話御礼〕     加藤玄静 直前ガバナー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔ニコニコ BOX〕 
 

加藤玄静 直前ガバナー 
「栗山さん、卓話お世話になります。次年度は、ロータリ

ーの友地区代表委員として活躍して下さい。」 
 
本庄南ロータリークラブ 浅田 進 様 
 
竹並栄一郎 
「先週 6月 11日に志木市民会館で開催された 2570地区会
合の席上で、国際ロータリー会長より第 1回クラブ・ビル
ダー賞を受賞致しました。金井澄雄パスト会長はじめ、多

数のパスト会長の推薦のお陰様と衷心より感謝申し上げま

す。有難うございました。」 
 
渋谷修身 
「地区会合にて、前年度地区大会実行委員長として「地区

功労賞」を頂きました。」 
 
春山茂之 
「先日の地区会合で、前年度地区大会委員長として 
表彰されました。」 
 
茂木 聡 
「栗山地区研修委員長、今日は太鼓が聞けなく残念で

す。」 
 
岡芹正美 
「安誠園だより、ご笑覧下さい。」 
 
「第 2570地区研修委員長 栗山 昇 様、ようこそ本庄ロ
ータリークラブへ心より歓迎いたします。本日卓話宜しく

お願い致します。」 
戸谷清一 中島高夫 坂本優蔵 横尾 巧 福島文江 
矢島淳一 渋谷修身 岡崎正六 橋本恒男 下山正男 
狩野輝昭 三宅健吉 春山茂之 八木茂幸 藤井 仁 
巴 高志 茂木 正 笠原 勝 澁澤健司 高柳育行 
金子 章 岩渕富男 横尾セツ 関根 貢 野澤章夫 
中村 孝 
 

〔出席報告〕 
 

 
 
 
 
 

                                   
次回プログラム発表                 
日 時：６月 2３日(木) 第４例会 PM12:30～ 
卓 話：髙橋福八 パストガバナー 
 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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