
 

 

 

 

 

 
 

 
《本日の例会》 

 
夜間例会 

 

進 行 ＳＡＡ  
点 鐘 午後 6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  

 
 

皆様こんばんは。本日も大変ご多用のところご出席いた

だき本当にありがとうございます。また東日本大震災で亡

くなられた皆様のご冥福と行方不明の皆様のご無事をここ

ろよりお祈り申し上げます。そして本日もこのように平穏

に会合が出来ますことにこころより感謝申し上げます。 
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。

韓国人の 34歳です。早稲田大学大学院国際情報通信研究科
修士 2学年です。研究テーマは「分散ファイルシステムの
安定性確保の研究」です。後ほどご挨拶をいただきます。

本日は鄭亨在ｼﾞｮﾝﾋｮﾝｼﾞｪ君の歓迎会です。最後までお楽し

み下さいませ。 
 狩野会長エレクトより４月２４日の地区協議会の報告を

いただきました。 
 春山米山カウンセラーと坂本優蔵米山奨学委員長より鄭

亨在ｼﾞｮﾝﾋｮﾝｼﾞｪ君の紹介とご挨拶をいただきました。 
 鄭亨在ｼﾞｮﾝﾋｮﾝｼﾞｪ君のご挨拶をいただきました。日韓の

架け橋となるとの決意がひしひしと感じました。がんばっ

てください。 
 ４月２５日に元米山奨学生の呉龍昌君より義援金１０万

円のご送金がありました。本当にありがとうございました。 

 
 
 
渋澤親睦委員長より今月のお誕生日祝いとご結婚祝いの

発表がありました。 
 矢島ゴルフ部長より 5月 26日（木）第３回本庄ロータリ
ークラブコンペのお話しがありました。ご参加のほどお願

いいたします。 
 
矢島委員長よりニコニコ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。 
戸谷会長より次回プログラムの報告がありました。 

 
２．報告・予定                  
 ４月２４日（日）２０１１年 地区協議会 会場 

ものづくり大学 
 ４月２７日（水）本庄市国際交流協会理事会  
          本庄プロバスクラブ発会式  
 ４月２８日（木）１８時３０分～夜間例会 

埼玉グランドホテル本庄 
    米山奨学生「鄭亨在 ジョン ヒョン ジェ」歓迎会 
 ４月２９日（金）米山カウンセラー会議 

国立女性教育会館 
（出席：春山カウンセラー、橋本副会長、 

米山坂本委員長） 
 ５月 ５日（木）年次休会 
 ５月 ９日（月）１８時３０分～ 役員理事会 

五州園 
 ５月１２日（木）１２時～ 第１例会 

埼玉グランドホテル本庄 
        ☆高柳パスト会長の卓話 
        １８時３０分～ 次年度合同委員長会議 
 ５月１４日（土）１３時点鍾  

第一回会員増強セミナー（次年度） 
 ５月１９日（木）１２時～ 同伴例会 

埼玉グランドホテル本庄 
   ☆加藤直前ガバナー仮題「冠婚葬祭と世間の常識」 
         １８時３０分～ 次年度理事会 
 ５月２４日（火）１８時３０分～ 三代会長幹事会 
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 
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 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 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  
 ６月２３日（木）１２時～ 第４例会 

埼玉グランドホテル本庄 
           ☆田中パスト会長の卓話 
 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 
 

〔幹事報告〕          中島高夫 幹事 

 
 
皆さん今晩は、本日は米山奨学生 ジョン  ヒョンジェさ

んようこそお越し下さいました。一年間頑張って勉学に励

んで下さい、世話クラブとして歓迎いたします。夜間例会

ですので、ご歓談をして楽しんで頂きたいと思います。 
 
１． 米山奨学生 呉 龍昌さんより本庄ロータリークラブ

口座に１０万円の義援金が振り込まれましたので報

告いたします。 
２．川越中央 RC広報記録委員長 横塚元幸さんより、

行田 RC東日本大震災支援活動の記事が毎日新聞に
掲載との報告有 

３．2011年～12年度 地区協議会出席の御礼 
４．国際ロータリー第 2570 R財団学友ニュース 
５．国際ロータリー第 2570地区社会奉仕部門委員長 

西澤孝夫さんより東日本大震災被災訪問報告。 
 
 
 
 
 

〔誕生祝い〕 
須永秀和    Ｓ.３１.４.１０ 
中島高夫    Ｓ.２３.４.１８ 
関根 貢    Ｓ.  ９. ４. ２２ 
坂本雄一    Ｓ.３１.４.２２ 
 
〔結婚祝い〕 
真下恵司      ４月     １日   由貴枝       
浅香 匡      ４月     １日 
三宅健吉      ４月 １４日   和子 
横尾セツ      ４月 １４日 
山本道彦      ４月 １５日 
佐藤賀則      ４月 ２０日   実絵乃 
中島高夫      ４月 ２０日 
福島 修      ４月 ２０日   康子 
笠原 勝      ４月 ２９日 
 
〔ニコニコ BOX〕 
春山茂之 
「米山奨学生 鄭 亨在君を一年間よろしくお願い致しま
す。」 

 
「米山奨学生ジョン ヒョンジェさん、ようこそ本庄ロ

ータリークラブへいらっしゃいました。心より歓迎いたし

ます。」 
戸谷清一 中島高夫 橋本恒男 矢島淳一 高柳育行 
笠原 勝 萩原達夫 長谷川京子 田中 克 坂本優蔵 
横尾 巧 巴 高志 下山正男 渋谷修身 狩野輝昭 
五十嵐敦子 岡芹正美 澁澤健司 髙橋福八 今泉憲治 
竹並栄一郎 石原 修 杉山淑子 

 
次回プログラム発表                 
第１例会 
日時：５月５日（木）休会   

５月９日（月）役員理事会 五州園  
PM 6：30 ～ 
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