
 

 

 

 

 

 
 

 
《本日の例会》 

 
クラブ協議会（年次総会） 

 

進 行 ＳＡＡ  
点 鐘 午後 12 時 30 分 戸谷清一 会長 

国 歌 君が代 

ソング 奉仕の理想 

 

〔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ご出席いただき

まして本当にありがとうございます。また前回は第２回ゴ

ルフコンペ、ふじ井さんでの夜間例会と多数の皆様にご参

加頂きありがとうございました。 
また１１月２８日（日）は楽市バザーでした。矢島会長、

横尾副幹事はじめ多数の会員の皆様のおかげで市民との交

流が賑やかに実施することができました。 
さて本日１２月２日（木）は午前１１時より理事会が開

催され、この通常例会、そしてクラブ協議会（年次総会）

次年度理事会、第３回ＩＭ実行委員会と開催されますので

関係者各位のご出席をお願い申し上げます。 
福島副会長より１１月２７日の本庄市社会福祉大会の席

上、本庄ロータリークラブに「表彰状」と「感謝状」が贈

呈されたとの報告がありました。 
福島副会長より１１月２１日のライラデーの報告。（高

柳補佐、坂本雄一ライラ委員、温井アクト委員、会長、福

島副会長） 
 
 

 
 
飯塚委員より楽市バザーの売上げ報告とご都合で商品の

ご提供を頂けなかった会員の方へ 3000円のご寄付の再度の
お願いがありました。 
「ロータリーの友」感想発表。八木広報雑誌委員長より。

竹並ロータリー財団委員よりご寄付の御礼と報告があり

ました。 
橋本副会長より米山記念奨学会のご寄付について報告が

ありました。 
春山アイバンク委員より第２例会の卓話のご紹介があり

ました。 
渋沢親睦委員長より１２月１６日（木）のクリスマス会

には、会員・ご家族の皆様全員のご参加をＳＡＡ・親睦委

員会一同こころよりお待ち申し上げておりますとのご案内

がありました。 
 １月６日（木）点鐘１８時３０分は４クラブ合同新年会

（本庄ＲＣ、児玉ＲＣ、上里ＲＣ、本庄南ＲＣ）です。今

年度の幹事クラブは本庄南ＲＣ。 
 
☆ 理事会の報告☆ 
① ２月１９日（土）ＩＭについて 
② １２月１６日（木）クリスマス会について 
③ ロータリー財団補助金（社会福祉協議会へのテント

三張寄贈事業） 
④ 秋の山中湖移動例会の決算報告。 
⑤ ＧＳＥの受け入れについて。 
⑥ １月の理事会 １月６日（木）１７時～１８時 
⑦ ネパールの学校建設について 茂木正国際奉仕地区

委員長より 
⑧ 埼玉県緑のサポータークラブより木製看板を頂く。

岡芹委員長より。 
⑨ 書き損じはがき事業について。矢島委員長より。 
⑩ 楽市バザーの報告。矢島委員長より。 

 
 矢島委員長よりニコニコの報告 
巴出席委員長より出席率の報告。 
金子プログラム委員長より次回例会の報告。 
 
２．報告と予定 
１１月１１日（木）第２例会  
吉田 GSE副委員長と岡田 GSE派遣団員卓話 

１１月１８日（木）第３例会  
クラブリーダー研修「卓話 加藤玄静直前ガバナー」 

 
 
 

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 

№４8－21 第２315回 例会 2010年 12月 2日（木） 12月 9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 



１１月２１日（日）ライラデー開催  
高柳ガバナー補佐、戸谷会長 

  福島副会長、坂本雄一ライラ委員、温井アクト委員。 
１１月２５日（木）第２回定例ゴルフコンペと夜間例会

「うなぎの藤井」 
１１月２７日（土）本庄市社会福祉大会（福島副会長） 
１１月２８日（日）本庄「楽市」 
（矢島委員長、横尾副幹事）。 
 おもてなしの駅（市民プラザ前 TEL27-6077） 
１２月 ２日（木）１１時 役員理事会 
１２月 ２日（木）第１例会 クラブ協議会 
（年次総会） 
１２月 ８日（木）「高校生体験活動」意見交換会 
１２月 ９日（木）第２例会 アイバンク委員会卓話。 
１２月１６日（木）夜間例会 クリスマス会 
（家族同伴で全員参加） 

 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２７日（木）第４例会 

（夜間例会 埼玉グランドホテル本庄） 
 
 
〔幹事報告〕         中島高夫 幹事 

 
 
皆さんこんにちは、11月 25日には第 2回ゴルフコンペ

が岡部チサンゴルフの美里コースで行われ、天候にも恵ま

れ楽しいゴルフができました。又 28日の楽市ですが、早朝
より担当委員会の方々には準備をそして、会員の皆さんに

は販売をしていただき集められた品物も全て完売する事が

できました。ご協力ありがとうございました。 
 
１．「第４回全国ライラ研究会」開催のご案内が届いてお

ります。 
２．会長、幹事会が 12月 10日寄居、川本クラブが主催で
忘年会が行なわれますので、出席してきます。 

３．本日は例会の後クラブ協議会、年次総会、ＩＭの会議

がありますので、会員の皆様の出席を宜しくお願い致

します。 
４．「高校生体験」の意見交換会開催についての案内が届

いております。 

５．彩の国みどりのサポーターズクラブのご案内が届いて

おります。 
６．「国際ロータリー第 2570地区Ｒ財団学友会」学友会 
ニュースが届いております。 

 
 
〔委員会報告〕  
「ロータリーの友」感想発表 

広報雑誌委員長  八木茂幸 
 
クリスマス例会について 親睦活動委員長  渋澤健司 
 
「楽市」の結果報告   地域活性化委員  飯塚明男 
 
〔ニコニコ BOX〕 
加藤玄靜パストガバナー 
「大阪で RIゾーン研究会が開催されました。新しいロータ
リーの課題がありますので、後日報告致します。」 
 
茂木 聡 
「例会後、７階で IM 実行委員会です。皆様宜しくお願い
致します。」 
 
飯塚明男 
「楽市では、大変お世話になりました。」 
 
「本日は年次総会です。前期の統括をみんなでしっかり行

い、後期もがんばりましょう。」 
戸谷清一 中島高夫 関口礼子 金井福則 坂本優蔵 
加藤玄静 下山正男 温井一英 佐藤賀則 真下恵司 
今泉憲治 内野昭八郎 狩野輝昭 八木茂幸 福島文江 
萩原達夫 岡崎正六 三宅健吉 岡芹正美 橋本恒男 
渋谷修身 横尾セツ 竹並栄一郎 茂木 正 杉山淑子 
横尾 巧 長谷川京子 巴 高志 矢島淳一 春山茂之 
笠原 勝 岩渕富男 野澤章夫 五十嵐敦子 中村 孝 
 
 
〔出席報告〕 

 
 
 
 
 
 

 
 
次回プログラム発表               
日時：1２月９日(木) ＰＭ12：30           
卓話：アイバンク委員会関係の卓話者 崎元 卓 様 
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〔クラブ協議会〕 
                 
１．開 会        会 長    戸谷清一                     
２．指名委員会      指名委員長  黒岩三雄  
 ①次々年度会長の発表  
 ②次々年度会長の挨拶  会長ノミニー 橋本恒男  
  幹事予定者発表    幹 事    渋澤健司                 
 ③次年度役員、理事発表 会長エレクト 狩野輝昭  

副会長    三宅健吉  
副会長    八木茂幸  
副会長    横尾セツ  
直前会長   戸谷清一 
幹 事    横尾 巧 
会 計    渋谷修身 
理 事    高柳育行 
理 事    温井一英 
理 事    山田喜一 
理 事    萩原達夫 
理 事    浅香 匡 
理 事    五十嵐敦子 
理 事    茂木 正 
理 事    中村 孝 

 
※１２月第２例会において、次年度ＳＡＡを発表する。 
 
狩野輝昭 会長エレクト 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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