
 

 

 

 

 

 
 

 
《本日の例会》 

 
ガバナー公式訪問例会 

  
進 行 ＳＡＡサブ 五十嵐敦子  
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 うみ 
 

〔会長挨拶〕         戸谷清一 会長  

 
 

皆様こんにちは。本日も例会にご出席ありがとうござい

ます。こころより感謝申し上げます。 
① 本日はガバナー公式訪問です。第 2570 地区ガバナー西
川武重郎様、第 4 グループガバナー補佐の高柳育行様、
随行員の志木ロータリーの小林八郎様と高橋健一郎様、

そして米山奨学生の全錦梅さん、ようこそいらっしゃ

いました。 
② 西川ガバナーには後ほど卓話を頂きたいと思います。

西川ガバナーは「ロータリーの心の原点」について

「誰もが幸せになりたいと思っています。しかし自分

さえ良ければ良いという利己的な考え方で本当の幸せ

は掴めるのでしょうか。本当の豊かさ、幸せを掴むた

めにはロータリーの心である人のために役立ちたいと

思う利他のこころで生きることだと信じています。」 
③ 高柳ガバナー補佐にご挨拶いただきます。 
「ＩＭ実行委員長に真下恵司会員に就任いただきまし

た。」 
  「ＩＭの開催に本庄クラブ全員のご協力をお願いいたし
ます。」 

 
 

 
 
④ 8月 14日米山奨学部門事業「秩父音頭祭り参加」 
渋谷修身委員、坂本優蔵委員長／全金梅奨学生 

⑤ 全金梅奨学生挨拶 奨学金 8月分支給 
⑥ 「ユネスコ里親制度」について 岩渕富男会員より 
⑦ 次回例会 8月 26日（木）は夜間移動例会です。 
全員の方のご出席をお願いいたします。 

⑧ 8月１日（日）国際奉仕部門セミナー  
福島奉仕プロジェクト部門長 
岡芹国際貢献委員長／戸谷会長 

8月 4日（水）クラブ活性化部門情報集会   橋本部門長 
8月７日（土）クラブ研修リーダーセミナー  

岡崎クラブ研修リーダー  
巴 出席委員長 

8月 11日（水）奉仕プロジェクト部門情報集会  
福島部門長 

8月 19日（木）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  

岩渕ロータリー財団部門長 
      戸谷会長 
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 8日（水）4クラブ合同コンペ 矢島ゴルフ部長  

本庄ＲＣから 4組 16名出席予定 
10月 28日（木）10月移動例会 

 親睦委員会／ＳＡＡ 
 

〔幹事報告〕         中島高夫 幹事 

 
  
皆さんこんにちは、会員の皆さんには、お盆明けのご多

忙の中、公式訪問例会に出席頂きありがとうございます。

毎日暑い日が続いていますが、八月に入っての猛暑は、気
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象予報では今月末まで猛暑だそうです。暑さ負けしないよ

う身体に気をつけて頂きたいと思います。 
又本日は西川ガバナー様、高柳ガバナー補佐様、そして随

行員の小林、高橋様本日はようこそお越しいただきました。

後ほど卓話、クラブ協議会宜しくお願い致します。 
米山奨学生の全錦梅さん、第一例会に続いてようこそお越

し頂きました。 
八月分の奨学金を支給いたしますので、お受け取りいただ

きたいと思います。   
それでは幹事報告をさせて頂きます。 
１．(財)ロータリー米山記念奨学会ニュースがメールで届
いています。 

２．(財)米山梅吉記念館より、秋季例祭の案内と賛助会ご
入会のお願いが届いています。 

３．米山梅吉記念館 館報が届けられています。 
４．本庄ボランティアセンターより、ふれ愛夏祭りサポー

ター募集とボランティア活動の為のカウセリング講座

が届いています。 
５．本庄市国際交流協会より、バーベキューパーティーの

案内が届いています。 
６．財団法人埼玉県国際交流協会より、外国人の為の就職

支援講座の案内が届いています。 
 
〔卓 話〕 
第 2570地区ガバナー      西川武重郎 様 

 
 

2010～2011年度 ガバナー方針 
幸せな未来を創るために 

 
『利他の心で行動しよう』 

「出でて奉仕せよ」との言葉に送られて、サンディエゴ

の国際協議会から帰ってまいりました。サンディエゴは太

平洋艦隊の軍港がある町で、ホテルのすぐ近くに空母「ミ

ッドウェイ」が係留され、お金を払うと中が見られるよう

な施設になっていました。残念ながら時間がなくて見るこ

とはできませんでしたが。 
ホテルの窓からミッドウェイを見ながら、今、世の中が

大きく変わろうとしているのだなということを感じました。 
人間は 20世紀の 100年間、豊かさと便利さを求めて努力
してきました。確かに物の豊かさと便利さを手に入れるこ

とができました。しかし、それを手に入れるために私たち

は自然を破壊してきました。そしてこの行方を変えずに、

そのまま続けると地球が滅んでしまうところまで来ました。

私はミッドウェイを見ていると、アメリカがリードして作

り上げてきた、物中心の物質文化の終わりを告げるモニュ

メントのように見えてくるのです。 

今はまさに大きな変革の時代だと思います。いかに自然

と共生する社会を創ることができるかを私たちは問われて

います。豊かさと便利さを求める過程で、物の豊かさのみ

を追求し、一番大切な心の豊かさを求めることを忘れてし

まった、そのような私たちの生き方を改める時が来たので

はないでしょうか。人と人の絆の薄い殺伐とした社会がで

きてしまったのは、心の豊かさを求める努力を失ってしま

った結果ではないでしょうか。 
このような時代の中で、次年度ＲＩ会長レイ・クリンギ

ンスミス氏は私たちに「地域を育み、大陸をつなぐ」とい

うテーマを示されました。そして、ロータリーの使命は地

域社会を動かすことだ。そのために共通の目的に向って結

束し、奉仕活動に時間と才能を捧げ、労力を捧げる覚悟が

必要だ。世界の子どもたちの育成のために、そしてポリオ

撲滅のため、世界をより良いものにするため、ロータリー

以外のより大きな力があるだろうか？我々にはロータリー

の責務を高める覚悟がある。奉仕活動と才能と労力を捧げ

る覚悟が我々にあるのならば、世界は必ず変えられる。

“Yes we can” だと私たちに語りかけました。 
その語りかけを受け、私は何を成すべきかを考えてみま

した。 
私たちはすでに、クラブごとに地域社会に奉仕する活動

を行っています。しかし、次年度ＲＩ会長レイ・クリンギ

ンスミス氏は、私たちロータリアン一人一人が何を成すべ

きかを求めているように思えるのです。 
そこで私はガバナーになる為にポール・ハリスの心をし

っかり勉強し、原点に帰って「ロータリーの心」とは何か

を、自分自身に問い質してみようと思うのです。 
現代社会は人の心の豊かさを見失った、人と人との絆の

薄い殺伐とした社会になっています。このような社会であ

るからこそ自己中心的な考え方とは対極にある、人の為に

役に立ちたい。その為に奉仕をするものだという「ロータ

リーの心」が大切になってくるのだと思うのです。だれも

が幸せになりたいと思っています。しかし、自分さえ良け

ればいいという利己的な考え方で、本当の幸せは掴めるで

しょうか。絶対に掴めないと思います。人として本当の豊

かさ、本当の幸せを掴むためには「ロータリーの心」であ

る、人の為に役に立ちたいと思う「利他の心」で生きるこ

とだと信じたいのです。 
そこで私の年度の地区テーマを、幸せな未来を創るため

に「利他の心で行動しよう」と決めさせていただきました。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



クラブ協議会 
 

 
 
 
〔出席報告〕 
 

 
 
 
 
 

 
次回プログラム発表            
8月 26日(木) PM 6：30～ 夜間例会 
誕生・結婚記念日の発表を行います。 

埼玉グランドホテル本庄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〔ニコニコボックス〕 
 
加藤玄靜パストガバナー 
「西川ガバナー公式訪問ありがとうございます。体調を整

えて頑張って下さい。」 
 
志木ロータリークラブ 小林八郎 様 
「過日のモントリオールでは、お世話になりました。今日

は宜しくお願いします。」 
 
志木ロータリークラブ 髙橋健一郎 様 
「本日は引継ぎ書類一式、お預かりしました。今後ともよ

ろしくお願い致します。」 
 
真下恵司 
「西川ガバナーようこそ、昨年度は大変お世話様でした。

健康に留意して頑張って下さい。」 
 
今泉憲治 
「西川ガバナー本日はお疲れ様です。カナダでは大変お世

話様でした。本日は公式訪問を記念にしばらく肝臓対策の

為、酒を休むことにしました。」 
 
「西川武重郎ガバナー、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 下山正男 坂本雄一 巴 高志 
渋谷修身 矢島淳一 須永秀和 茂木 聡 岡芹正美 
温井一英 八木茂幸 福島文江 杉山淑子 茂木 正 
岡崎正六 野村正行 金井福則 田中 克 金沢喜作 
春山茂之 坂本優蔵 金井直樹 山本道彦 山田喜一 
石原 修 橋本恒男 狩野輝昭 藤井 仁 中村浩史 
長谷川京子 全 錦梅 竹並栄一郎 内野昭八郎 
石原輝弥 浅香 匡 梅村孝雄 萩原達夫 佐藤賀則 
野澤章夫 五十嵐敦子 髙橋福八 飯塚明男 関根 貢 
澁澤健司 中村 孝 横尾 巧 
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■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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