
 

 

 

 

 

 
 

 
《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。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。 
そして東北関東大震災で亡くなられた皆様のご冥福と行

方不明の皆様がご無事でありますようにこころよりお祈り

申し上げます。 
またガバナー会ではさっそく東北関東大震災で被災され

た皆様方のために義援金を集め、集まった義援金はガバナ

ー会議長・副議長と被災地区の各ガバナーとで協議のうえ

配分するとのことです。 
急なことで理事会を招集していませんが本日例会ご出席

の皆様のご了解をいただければ、さっそく本日より義援金

を集めさせていただき、後ほどご報告申し上げますが地区

大会が中止になり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それ相当の金額を来週

には送金申し上げたいと思います。いかがでございましょ

うか。賛成いただけますでしょうか。 
（本日例会ご出席者の皆様にお諮り申し上げ全員賛成を

いただきました。） 
ありがとうございました。早速義援金の箱を用意いたし

ますので本日よりご支援ご協力のほどお願い申し上げます。 
 

 
 
 さて本日予定していました書き損じはがきの贈呈式は東

北関東大震災の影響で関係者のご都合が悪くなり４月７日

（木）の第１例会に行いたいと思います。 
３月３１日（木）の第３回本庄ロータリークラブのゴル

フコンペは中止です。 
 
卓 話  
本庄ロータリークラブ パスト会長 渋谷修身 様 
     「 時間の概念について 」 
                     
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。 
野澤副委員長より次回プログラムの報告がありました。 
 
東北関東大震災のため中止になった事業・行事 
中止 ３月１９日（土）第２回職業奉仕部門セミナー  
 中止 ３月１９日（土）地区新会員出前研修会 

(H19年７月以降入会者必須) 
 対象会員 坂本優蔵会員 横尾巧会員 須永会員 関口会員 

井河会員 江積会員 長谷川会員 阪上会員  
金沢会員 笠原会員 小山会員 中村会員  
（ご入会順） 

 中止 ３月２３日（水）第４グループ会長幹事会 
児玉 RC・上里 RC 

年次休会 ３月２４日（木）通常例会はありません。 
 中止 ３月２８日（月）地区大会記念ゴルフコンペ 
 中止 ３月３１日（木）本庄ロータリークラブ 

第３回ゴルフコンペ 
 中止 ４月 ２日（土）地区大会  

（川越プリンスホテル） 
 中止 ４月 ３日（日）地区大会 （志木市民会館） 
 中止 ４月１３日～１９日  第４グループ 

「GSE訪問団」受入。 
 
２．報告と予定 
  ３月 ３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 
  ３月１０日（木）１２時～ ３月第２例会 

埼玉グランドホテル本庄 
  ３月１７日（木）１２時～ ３月第３例会 

埼玉グランドホテル本庄 
  ３月１８日（金）１８時３０分～ 次年度理事会  
３月２５日（木）１８時３０分～ 次年度委員長会議 

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 

№４8－34 第２328回 例会 2011年 3月 17日（木） 3月 31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 



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 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１４日（木）１２時～ ３月第２例会 

埼玉グランドホテル本庄 
 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 
 

               中島高夫 幹事 

 
 
皆さんこんにちは。3月 11日東日本大震災が発生、東北

地方を中心に大地震に伴なう大津波により、大勢の方が被

災されました。改めてお見舞い申し上げます。又亡くなら

れた方に対し心よりご冥福をお祈り致します。更に福島原

発の状況で放射能が心配されていますが、慌てず冷静に行

動をしていきたいものです。本日は渋谷パスト会長、卓話

を宜しくお願い致します。 
 
報告事項 
１． 国際ロータリー2570地区、ガバナー事務所より「地区

大会」中止のお知らせ 
２． 3月 19日に開催される「新会員出前研修会」延期のお

知らせ 
３． 同じく 3 月 19 日に開催される「職業奉仕部門セミナ

ー」中止のお知らせ 
４． 東日本大震災被災地区に対する義捐金についてのお願

い 
 
 
 

５． 2011年～12年度「地区協議会」開催のご案内 
６． 3月 31日(木)に行なわれる第 3回ゴルフコンペが中止

になりましたのでご報告致します。 
７． 3月 15日呉リョウショウさんより震災を心配して坂本

（優）会員の所に電話が有りましたので、報告します。

 
〔卓 話〕 
             渋谷修身 パスト会長  

  
 
〔ニコニコ BOX〕 
 

加藤玄靜 直前ガバナー 
「ロータリーの友 3 月号の私の句を、読んで下さい。早速
のハガキありがとうございました。」 
 
「東日本大震災義援金と致します。」 
戸谷清一 中島高夫 渋谷修身 春山茂之 笠原 勝 
梅村孝雄 福島文江 杉山淑子 狩野輝昭 竹並栄一郎 
藤井 仁 橋本恒男 今泉憲治 加藤玄静 茂木 聡 
下山正男 八木茂幸 岡崎正六 横尾 巧 真下恵司 
巴 高志 坂本優蔵 五十嵐敦子 岩渕富男 高柳育行 
横尾セツ 飯塚明男 石原輝弥 金井直樹 澁澤健司 
髙橋福八 野澤章夫 
 
〔出席報告〕 

 
 
 
 
 

 

次回プログラム発表               
日時：3月 24日(木) 例会 休会 
   3月 31日(木) 奨学生 全錦梅さん 送別会 

 
    
 
 
 
 

 
 
 

 
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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