
 

 

 

 

 

 
 

 
《本日の例会》 

 
新世代のための月間・卓話 

   
進 行 ＳＡＡ 中村浩史 
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  

 
 

会員の皆様こんにちは。ご出席いただきまして本当にあ

りがとうございます。 
はじめにご来賓のご紹介を申し上げます。国際ロータリ

ー第２５７０地区青少年交換委員長中川正明様ようこそお

いでいただきました。全会員こころより歓迎申し上げます。

今月は新世代のための月間にあたり後ほど卓話をいただき

たいと思います。中川委員長様は東松山ロータリークラブ

所属でございます。 
 昨日９月８日（水）は本庄南ロータリークラブ、本庄ラ

イオンズクラブ、こだま青年会議所そして本庄ロータリー

クラブの４クラブ合同のゴルフコンペが開催されました。

本庄ロータリークラブからは矢島部長を筆頭に１８名の会

員が参加され団体戦で優勝しました。参加された会員の皆

様本当におめでとうございました。本庄ロータリークラブ

の名誉であります。 
 
１．地区及び委員会報告 
① ９月１６日（木）12時 30分点鍾 移動例会植樹事業  
岡芹国際貢献委員長より 本庄総合公園第一駐車場集合。 

 
 
② ４クラブ合同コンペについて 矢島部長より 
  クラブ負担金承認 5000円×１８名＋10,000円 
③ １０月２８日（木）移動例会について「山中湖周辺」

渋沢親睦委員長より 
 ☆家族同伴で全会員の皆様のご参加をお願いいたします。

④ 八木広報雑誌委員長より訂正の報告 
⑤ ロータリー財団地区補助金プロジェクトに応募するこ

とに決定。 
 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（補助金約１５

万円 クラブ負担金約１５万円）」。 
 ロータリー財団側が不承認の場合は白紙に戻る。 
岩淵部門長／福島部門長／矢島委員長／茂木聡地区委員 
⑥ 「メークアップ申請書」今回例会より準備。 
 情報集会は対象外とし再協議とする。 
 

２．報告と予定 
8月 19日（木）西川ガバナー公式訪問  
8月 21日（土）ロータリー財団部門セミナー  
岩渕部門長／戸谷会長                

8月 24日（火）第１回ＩＭ実行委員会開催 
8月 26日（木）８月夜間移動例会  
ご家族同伴 親睦委員会／ＳＡＡ 

9月 2日（木）理事会・通常例会  
埼玉グランドホテル本庄 

9月 8日（水）４クラブ合同コンペ  
矢島ゴルフ部長 本庄ＲＣから１８名出席。 

 9月 9日（木）通常例会 埼玉グランドホテル本庄 
 9月 16日（木）移動例会 植栽事業 本庄総合公園 
 9月 18日（土）本庄第一高校野球部甲子園出場報告会 
 9月 23日（木）休会 
 9月 30日（木）夜間例会 埼玉グランドホテル本庄 
         本庄ロータリークラブゴルフコンペ 
 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 28日（木）１０月移動例会 親睦委員会／ＳＡＡ 
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 

 

〔幹事報告〕         中島高夫 幹事 
昨日は雨の中、4クラブ合同ゴルフコンペに 18名の方々

に参加を頂き、大変ありがとうございました。ホストクラ

ブといたしましては、無事に終了することができました。 
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競技結果で御座いますが、当本庄ロータリークラブにお

いては、団体戦で、昨年に引き続き連続優勝、個人戦では、

準優勝に萩原さん、3位に渋澤さんが入賞致しました。重
ねておめでとうございました。 
本日は、地区役員青少年交換委員長 中川正明様ようこ

そお越しくださいました。後程卓話を宜しくお願いいたし

ます。 
それでは幹事報告をいたします。 
 
１． 次週 9 月 16 日（木）例会は植栽移動例会となりま

す。点鐘 12時 30分、場所は本庄総合公園駐車場と
なりますのでお間違いのない様宜しくお願いいたし

ます。 
２． 埼玉県 NPO 基金より、皆様からの寄付のお願いが

届いています。 
３． 社会福祉協議会本庄ボランティアグループ連絡会よ

り 9月例会の案内が届いています。 
9月 10日（金）第４グループ会長、幹事会が皆野長瀞で行
なわれますので、戸谷会長、幹事で出席いたします。 
 
〔委員会報告〕 
会報について お詫び  

広報雑誌委員会 八木茂幸 委員長 
 
植栽移動例会について 9月 16日（木）    

国際貢献委員会 岡芹正美 委員長 
 

４Cゴルフコンペの報告   
 ゴルフ部長    矢島淳一 部長 

                      
〔卓 話〕 
青少年交換委員長 中川正明 様（東松山 RC）

 
 

 
 
 
 
 
 

〔ニコニコボックス〕 
青少年交換委員長 中川正明 様（東松山 RC） 
「本日、お世話になります。」 

 
第 2570地区ガバナー補佐 高柳 育行 様 
「本庄南ロータリークラブのガバナー補佐訪問の際には、

髙橋パストガバナーにもご出席いただきありがとうござい

ました。」 
 
竹並栄一郎 
「葬儀の為、早退します。」 

 
笠原 勝 
「10月 2日（土）本庄市民文化会館にて「ふるさと本庄

歌謡祭」を開催致します。入場無料で入場整理券を用意致

しましたので、ご来場下さい。」 
 
関口礼子 
「早く涼しくなりますように。」 

 
「青少年交換委員長 中川正明 様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、卓話よろしくお願

い致します。」 
戸谷清一 中島高夫 渋谷修身 茂木 聡 下山正男 
巴 高志 横尾 巧 橋本恒男 温井一英 坂本優蔵 
藤井 仁 真下恵司 岡崎正六 浅香 匡 茂木 正 
八木茂幸 佐藤賀則 狩野輝昭 石原輝弥 矢島淳一 
萩原達夫 春山茂之 五十嵐敦子 福島文江 岡芹正美 
金子 章 野澤章夫 澁澤健司 杉山淑子 中村 孝 

 
 
〔出席報告〕 
 
 
 
 
 
 
次回プログラム発表                  
日時：9月 16日(木) ＰＭ12：30～ 第３例会 
場所：移動例会（植樹事業） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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