
 

 

 

 

 
 

 
《本日の例会》 

 
クラブ協議会 

 

進 行 ＳＡＡ 茂木 聡 
点 鐘 午後 12 時 30 分 戸谷会長 

ソング 我等の生業 四つのテスト 

童 謡 一月一日 

 

〔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。 
「やらずに後悔するよりも、やって後悔する方を私は

選びたい。」とラジオから流れているのを聞いて「よし

やるぞ」と私は思いました。 
竹並栄一郎会員よりご母堂様のご葬儀の御礼のご挨拶

がありました。 
高柳ガバナー補佐より２月１９日（土）ＩＭ（インタ

ーシティ・ミーティング）のお話しがありました。ホス

トクラブとして全員野球で参画しましょう。 
矢島地域活性化委員長より「アイバンクへのご登録」

「書き損じハガキ」のご協力のお願いがありました。 
八木広報雑誌委員長より「ロータリーの友」の感想文

の発表がありました。 
矢島地域活性化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。 
金子プログラム委員長より次回例会の報告がありまし

た。 
 

 
 

 
 
１．クラブ協議会 
 クラブ管理運営部門 
  岡崎情報研修委員長 
  金子プログラム委員長 
  笠原広報雑誌委員長代理 
  

 クラブ活性化部門 
  橋本部門長兼会員増強委員長 
  渋澤親睦委員長 
  巴出席委員長 
 

 奉仕プロジェクト部門 
  福島部門長兼職業奉仕委員長 
  矢島地域活性化委員長 
  金井直樹国際貢献副委員長 
  

 米山記念奨学部門 
  坂本米山記念奨学委員長 
 

２．報告と予定 
１月 ６日（木）点鐘 18時 30分４クラブ合同新年会 

幹事は本庄南ＲＣ 
１月 ７日（金）本庄商工会議所賀詞交歓会 ご招待 
１月１０日（月）こだま青年会議所新年会 ご招待 
１月１３日（木）第２例会 クラブ協議会 

（部門長・委員長発表） 
１月２０日（木）第３例会 パスト会長卓話 
１月２１日（金）本庄商工会議所青年部新年会 ご招待 
１月２７日（木）第４例会 

（夜間例会 埼玉グランドホテル本庄） 
１月２９日（土）第２回クラブ奉仕部門（広報） 

セミナー（紫雲閣） 
１月２９日（土）日豪青年相互訪問 

ウエルカムパーティー（紫雲閣） 
２月 ３日（木）第１例会 卓話 
２月 ５日（土）第２回アイバンク 

市民公開シンポジウム 
２月１０日（木）第２例会 卓話 
２月１１日（金）／１２日（土） 

第 23回全国ローターアクト研修会 
２月１７日（木）ネパール学校建設委員会 
２月１７日（木）例会は振替休会 
２月１９日（土）ＩＭ 

（第４グループ インターシティミーティング） 
２月２４日（木）第４例会 

（夜間例会 埼玉グランドホテル本庄） 
 ４月１３日～１９日 第４グループ 
「GSE訪問団」受け入れ。 

 

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 
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               中島高夫 幹事 

 
 
皆様こんにちは。 
 先週の 4 クラブ合同新年会に多数の方のご出席を賜り、
大変ありがとうございました。 
昨年は、戸谷年度も前期上半期を皆様方のご協力で無

事に終わる事が出来ました。 
後期も引き続きご指導ご協力を宜しくお願い致します。 

 
１． アイバンク献眼登録のお願い。昨年献眼登録承諾書

を配布させて頂きました。 
幹事か、小林事務局員まで提出をお願い致します。 

２． 国際ロータリー2570 地区ロータリー財団学友会ニュ
ースが届けられています。 

３． 社会福祉協議会より第 25 号社協だよりが届けられて
います。植栽事業が掲載されていますのでご覧下さ

い。 
４． 国際ロータリー第 2570 地区、地区大会記念チャリテ

ィーゴルフコンペ開催の御案内が届けられています。 
 
 
〔委員会報告〕  
「ロータリーの友」感想発表           

広報雑誌委員会   笠原 勝 委員 
 

御会葬の挨拶       竹並栄一郎 パスト会長 
 

IMについて         高柳育行 ガバナー補佐 
 

アイバンク関係、書き損じ葉書について    
地域活性化委員会   矢島淳一 委員長 

 
 
 
 
 
 
 

 

〔クラブ協議会〕    
 

クラブ協議会 中間報告発表 
 

会長 戸谷 清一 
 

① 岡崎正六 情報研修委員長      
金子 章 プログラム委員長      
笠原 勝 広報雑誌委員 

②  橋本恒男 クラブ活性化部門長 
橋本恒男 会員増強委員長        
渋澤健司 親睦活動委員長 
巴 高志 出席委員長 

③ 福嶋文江 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門委員長  
矢島淳一 地域活性化委員長 
金井直樹 国際貢献副委員長 
福島文江 職業奉仕委員長 

④  ロータリー財団部門 
  ⑤  坂本優蔵 米山記念奨学委員長 
 
〔ニコニコ BOX〕 
 

加藤玄靜パストガバナー 
「昨日、坂戸さつき RC創立 20周年記念に髙橋パストガ
バナー、高柳ガバナー補佐と出席して来ました。」 
 

竹並栄一郎 
「過日の母の葬儀には、お世話様になりました。ありが

とうございました。」 
 

内野昭八郎・温井一英 
「早退させていただきます。」 
 

「あけまして、おめでとうございます。本日のクラブ協

議会、報告者のみなさん発表ご苦労様です。前期をしっ

かり総括して後期も頑張りましょう。」 
戸谷清一 中島高夫 下山正男 渋谷修身 三宅健吉 
春山茂之 坂本優蔵 今泉憲治 橋本恒男 中村浩史 
茂木 聡 矢島淳一 野村正行 岡崎正六 澁澤健司 
杉山淑子 高柳育行 八木茂幸 笠原 勝 野澤章夫 
金子 章 横尾セツ 福島文江 五十嵐敦子 巴 高志 
狩野輝昭 中村 孝 
 

〔出席報告〕 

 

次回プログラム発表 第 3例会             
日時：1月 20日(木) ＰＭ12：30            
卓話：野村正行パスト会長 

 
 
 

 

 
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 
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■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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