
 

 

 

 

 

 
 

 
《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。本日もご多用のところ多数の皆様にご

出席いただきまして本当にありがとうございます。 
さて東北関東大震災で亡くなられた皆様のご冥福をここ

ろよりお祈り申し上げ、ここで黙祷を捧げたいと思います。

恐縮ですが宜しくお願いいたします。 
「黙祷」 …………… 「ありがとうございました。」 
さっそくですがご来賓の紹介をさせていただきます。 
米山奨学生の全錦梅さんようこそおいでいただきました。

ありがとうございます。全錦梅さんはこの３月で早稲田大

学大学院をご卒業され明日４月１日から日本の会社「日生

情報システムズ」に入社されます。きょうは全錦梅さんの

送別会を兼ねていますので宜しくお願いいたします。 
さて前回の３月１７日の第３例会では急遽東北関東大震

災の義援金を集めさせていただきましたが、この義援金に

中止になった地区大会の記念ゴルフ大会の登録料と晩餐会

参加費とニコニコボックスの一部も加算し合計６０万円を

西川ガバナー事務所の義援金口座に送金いたしました。 
（3月 24日） 
各地のガバナー事務所に集まった義援金はさらに全国ガ

バナー会の義援金口座に送金されます。全国から集まった 
 

 
 
 
義援金はガバナー会議長・副議長と被災地区のガバナーと

で協議され配分するとのことです。 
大変恐縮ですが本日も東北関東大震災の第２回目の義援

金を集めさせていただきます。どうぞご支援ご協力のほど

お願い申し上げます。 
全錦梅さんの送別にあたり春山カウンセラーと坂本米山

委員長にひとことご挨拶をいただきました。 
全錦梅さんのお別れの挨拶をいただきました。 
佐藤親睦副委員長により「お誕生祝い」「ご結婚祝い」

の発表がありました。 
                  
坂本副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。 
次回プログラムの報告がありました。 

 
２．報告と予定 
   
３月３１日（木）全錦梅さん送別会 

（夜間例会 埼玉グランドホテル本庄） 
４月 ４日（月）次年度情報集会 

クラブ奉仕部門、ＳＡＡ 
 ４月 ５日（火）平成２３年学卒者就職激励会開催 

（ご招待） 
 ４月 ７日（木）１１時～ 役員理事会  

埼玉グランドホテル本庄 
         １２時～ ３月第１例会 

埼玉グランドホテル本庄 
 ４月 ７日（木）次年度情報集会 

社会奉仕部門、職業奉仕部門 
 ４月１２日（火）次年度情報集会 

国際奉仕、新世代、R財団、米山 
 ４月１４日（木）１２時～ ３月第２例会 

埼玉グランドホテル本庄 
 ４月１４日（木）１８時３０分～ 次年度理事会 
 ４月２１日（木）１２時～ ３月第２例会 

埼玉グランドホテル本庄 
 ４月２４日（日）２０１１年 地区協議会  

会場：ものづくり大学 
 ４月２８日（木）１８時３０分～夜間例会 

埼玉グランドホテル本庄 
 ４月２９日（金）米山カウンセラー会議 

国立女性教育会館 
 ５月 ９日（月）１８時３０分～ 役員理事会 
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 ５月１２日（木）１２時～ ５月第１例会 
埼玉グランドホテル本庄 

 ５月１９日（木）１２時～ ５月第２例会 
埼玉グランドホテル本庄 

 ５月２６日（木）１８時３０分 ５月第３例会 
埼玉グランドホテル本庄 

 
〔幹事報告〕          中島高夫 幹事 

 
 
皆さん今晩は、本日は米山奨学生 全錦梅さんようこそ

お越し下さいました。 
中国に帰国していた為に、2カ月分の奨学金を渡す事がで
きませんでしたので今日お受け取り下さい。全錦梅さん卒

業おめでとうございます。日本で就職も決まって又夢が広

がったのではないでしょうか。今日本では東日本大震災、

福島第一原発と大変な事になっておりますが、必ず復興す

ると信じています。錦梅さんも健康に気をつけて、そして

本庄ロータリークラブ 67名の会員の事を忘れずに頑張って
下さい。 
 
１．本庄ボランティアセンターより本泉の自然観察隊の募

集 
２．本庄市社協だよりハート＆ハートにテントを寄贈した

写真が掲載 
３．本庄市国際交流協会主催のイベントの中止 
４．「第５回会長、幹事会」中止 
 
〔委員会報告〕 
米山奨学生       全 錦梅さん 挨拶 
カウンセラー      春山 茂之 挨拶 
米山記念奨学委員長   坂本 優蔵 挨拶   
ゴルフコンペについて  矢島 淳一 ゴルフ部長 

 
 
 
 
 
 
 
 

〔誕生祝い〕 
石原  修    Ｓ29.3.  2    田中  克    Ｓ15.3.  6 
福島  修    Ｓ22. 3. 8    岩渕富男  Ｓ26.3.28   
横尾セツ  Ｓ16.3.29 
 
〔結婚祝い〕 
髙橋福八      3月   5日  俊子 様             
梅村孝雄      3月   8日 
狩野輝昭      3月 11日  美智子 様     
竹並紀松      3月 12日 
茂木  正        3月 14日  美智子 様    
下山正男      3月 15日  トシ江 様 
五十嵐淳子  3月 26日       
温井一英      3月 27日  祐子 様 
金井澄雄      3月 29日     
八木茂幸      3月 29日  久美子 様  
野村正行      3月 30日  澤子 様 
 
〔ニコニコ BOX〕 
春山茂之 
「皆様、全  錦梅に対してご支援誠にありがとうございま
した。お陰様で明日から日本の企業で勤務し頑張る様で

す。」 
 
「全  錦梅さん、卒業・就職おめでとうございます。」 
戸谷清一 中島高夫 巴 高志 萩原達夫 福島文江 
坂本雄一 茂木 聡 矢島淳一 橋本恒男 下山正男 
岩渕富男 田中 克 佐藤賀則 金井直樹 杉山淑子 
金井福則 狩野輝昭 長谷川京子 温井一英 渋谷修身 
八木茂幸 髙橋福八 岡崎正六 澁澤健司 坂本優蔵 
五十嵐敦子 竹並栄一郎 横尾 巧 

 
次回プログラム発表                 
第１例会 
日時：4月 7日 (木) 12：30～  
場所：埼玉グランドホテル本庄 

書き損じ葉書贈呈式 
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■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 
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