
 

 

 

 

 

 
 

 
《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 四つのテスト 

童 謡 赤とんぼ 

 

〔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。 
まずはじめに、本日のご来賓のご紹介をさせていただき

ます。 
国際ロータリー第２５７０地区米山奨学推進委員奥田功

次（富士見 RC）様と米山奨学生の金在根（キム・ジェグ
ン）君ようこそおいで頂きました。ありがとうございます。

後ほど卓話を頂きたいと思います。 
さて今月（１０月）は米山記念月間であり職業奉仕月間

でもあります。また１１月はロータリー財団月間です。１

０月・１１月は会員の皆様にはなにかとご負担をお掛けい

たしますが、第１例会に引き続き何卒ご支援ご協力のほど

お願い申し上げます。 
米山奨学生の金在根（キム・ジェグン）君は韓国ご出身

です。寄居ロータリークラブでお世話になり立教大学で

「身障者介護について」勉強されています。いずれ日韓の

架け橋となりご活躍されることをご期待申し上げます。 
 

 
 
高柳ガバナー補佐よりＩＭの報告・連絡。 
岡芹世界貢献委員長より９月１６日（木） 
の「みどりの埼玉づくり県民提案事業の植裁」の報告。 
福島副会長より１０月９日（土） 
「第４グループ職業奉仕セミナー」の報告。 
矢島委員長より１０月２１日（木） 
例会「企業訪問：ガトーフェスタ原田」。 

渋沢委員長より１０月２８日（木） 
秋の家族同伴移動例会のご案内と全員参加のお願い。 
矢島委員長より１１月２８日（日）楽市のお願い。 
趣旨：「ネパールの学校建設」「人道的プログラム(案)
本庄市社会福祉協議会の福祉事業に必要なテントを３張

り寄贈」の一部に充当。できるだけ物品（３点以上）で

のご提供を頂きたいと思いますがどうしても難しい場合

は大変恐縮ですが金 3000円のご提供頂ければ幸いです。 
クラブ・ビルダー賞：「ロータリークラブをサポート、強

化するにあたって大きな影響をもたらしたロータリアンを

称えるものです。毎年地区ガバナーが１地区につき１名の

候補者を推薦することができます。」本庄ロータリークラ

ブからは「竹並栄一郎パスト会長」を「歴代のパスト会

長」のご推薦を得て国際ロータリー第２５７０地区へ推薦

状を送付しました。１０月１４日（木）。 
  
２．報告と予定 
 １０月２日（土）新世代部門セミナー  
戸谷会長、福島担当副会長、金井副委員長 

 １０月７日（木）理事会・通常例会  
埼玉グランドホテル本庄 ＩＭ実行委員会グループＡ 

参加者：パスト会長 
 １０月９日（土）職業奉仕セミナー  
戸谷会長、福島担当副会長 

 １０月９日（土）ＩＭ実行委員会グループＢ  
埼玉グランドホテル本庄 

  委員会（総務、会計、受付、接待、記録） 
１０月１４日（木）通常例会 埼玉グランドホテル本庄 

 １０月１９日（火）ＩＭ実行委員会グループＣ  
埼玉グランドホテル本庄 

  委員会（会場、式典、協議会、懇親会） 
１０月２１日（木）通常例会 企業訪問  
集合：埼玉グランドホテル本庄 
１０月２３日（木）会員増強セミナー  
戸谷会長、橋本担当副会長 
１０月２８日（木）家族同伴移動例会 
「山中湖周辺」（全員参加のお願い）。 
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１１月２１日（日）ライラデー開催  
坂本雄一ライラ地区委員、戸谷会長 
１１月２８日（日）本庄「楽市」（全員参加のお願い）。 

 

〔幹事報告〕         中島高夫 幹事 

 
皆様こんにちは。10 月は、職業奉仕月間と米山月間です。 
先週第 1例会では、国際ロータリー2570地区職業奉仕部門
委員長、橋本正彦様による、卓話を頂きました。本日は、

古瀬パスト会長、境野パスト会長、ようこそ例会にご出席

頂き有難う御座います。また、国際ロータリー2570地区米
山記念奨学推進委員の奥田功次様、米山奨学生、キム・ジ

ェグンさんようこそお越し頂きました。後程、卓話を宜し

くお願いいたします。先週の例会で米山記念奨学寄付のお

願いを致しましたが、本日、会員皆様のご協力をお願い致

します。 
１．「AARニュース」難民を助ける会より、寄付協力へ
のお願いが届いております。 

２．訃報のお知らせが行田ロータリークラブより届けら

れております。 
  パストガバナー小池英輔会員がご逝去なされました。 
  ご葬儀；告別式 11月 5日午後 2時～熊谷ホテルガ
ーデンパレス 

３．LETS！ぼらんてぃあ ふれあいスポーツ交流会の
参加のご案内が届けられております。 

以上、回覧をさせて頂きますので宜しくお願い致します。 
幹事報告を終わります。 

 

「委員会報告」 
企業訪問について               

地域活性化委員会   矢島 淳一 委員長 
植栽について                  

国際貢献委員会   岡芹 正美 委員長 
第 1回新世代部門セミナー         

 奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門   福島 君江 委員長 
秋の移動例会について              

親睦活動委員会   渋澤 健司 委員長 
楽市について                  

地域活性委員会   飯塚 明男 会員                    
 

〔卓 話〕   
米山奨学推進委員      奥田 功次 様 

  米山奨学生 金 在根（キム・ジェグン）さん 

 
 

〔ニコニコボックス〕 
米山奨学推進委員 奥田 功次 様 
「本日はお時間を頂きありがとうございました。」 

 

第 2570地区ガバナー補佐 高柳育行 様 
「IM実行委員会では皆様にご協力いただきありがとうご

ざいます。」 
 

今泉憲治 
「私の不注意で落としたポーチと名刺入れが無事に戻っ

てきました。殺伐とした世の中で、他人の親切に感謝する

ことが出来事でした。」 
 
「急に涼しくなりました。チリは大変がんばりまし

た。」 
 

「米山奨学推進委員 奥田 功次 様、米山奨学生 金 

在根（キム・ジェグン）さん、ようこそ本庄ロータリーク

ラブへ。心より歓迎いたします。本日の卓話宜しくお願い

致します。」 
戸谷清一 中島高夫 境野三郎 岩渕富男 笠原 勝 
茂木 聡 田中 克 矢島淳一 三宅健吉 岡崎正六 
中村浩史 野村正行 佐藤賀則 岡芹正美 横尾 巧 
長谷川京子 坂本優蔵 渋谷修身 福島文江 萩原達夫 
下山正男 古瀬末雄 金子 章 五十嵐敦子 関根 貢 
関口礼子 高柳育行 今泉憲治 奥田功次 中村 孝 
 

〔出席報告〕 
 
 
 
 
 
次回プログラム発表                  
日時：10月 21日(木) ＰＭ12：30～ 第３例会 
移動例会（企業訪問）（株）ガトーフェスタ ハラダ 
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