
 

 

 

 

 

 
 

《本日の例会》 
 

会長卓話・クラブ協議会 
  

進 行 ＳＡＡ 萩原達夫チーフ 
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 
 
〔会長挨拶〕         戸谷清一 会長  

 
 

① 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。また境野三郎会員はじめ先輩会員の皆様よう

こそ例会に。後ほど境野三郎会員には卓話をいただき

ますが自筆の「家族と歩んだ９０年」の本を全会員に

賜りました。本当にありがとうございます。 
② ＮＨＫの番組で日曜日の朝４時２０分から１０分間

「元気の１００歳 ばんざい」を放送されていますが、

これを見ると元気をもらい、７０歳や８０歳はまだま

だ若いと思います。この番組に出演できるようにみん

なでがんばりましょう。 
③ ７月３日（土）社会奉仕セミナーに岡崎クラブ研修リ

ーダーと福島奉仕プロジェクト部門長と私と３名で出

席してきました。後ほど岡崎会員に３人を代表してご

発表をお願いいたします。 
④ 次の７月１５日（木）の第三例会は移動夜間例会です。

会場は「アメイジング グレース」です。ご同伴で多

数のご出席をお待ちしています。 
⑤ ６月５日（土）会員増強セミナー 橋本副会長 

7月 3日（土）社会奉仕セミナー 福島副会長、 
岡崎クラブ研修リーダー、戸谷会長 

 
 
 

 
 
 
７月１１日（日）米山奨学記念セミナー 
７月２４日（土）クラブ奉仕部門（広報）セミナー 
７月２４日（土）埼玉県 腎･アイバンク協会 

第２１回総会 
８月 ７日（土）クラブ研修リーダーセミナー 

ロータリーの友 顧問委嘱状の伝達。ロータリーの友編集
委員会 安平委員長より加藤玄靜会員へ。 
 
〔幹事報告〕         中島高夫 幹事 

 
 本日は暑い中、境野会員には例会に出席頂きありがと

うございます。後ほど卓話を頂きますので宜しくお願い

致します。 
① 第一例会で配布しました年度計画書でございます      
が訂正箇所がございます。お手数をお掛けしますが、

正誤表に書かれてある箇所の訂正をして頂き、内容

をご確認の上ご使用頂きますよう宜しくお願い申し

上げます。 
② 国際ロータリー第 2570 地区大野地区幹事より、地区
分担金納入のお願いが届いております。 

③ 本庄市国際交流協会より 2010 年度会費納入のお願い
とバスツアーの案内が届いております。 

④ 本庄ライオンズクラブの役員変更に伴う挨拶状が届

いております。 
⑤ バギオだより 7月号が届いております。 
⑥ 本庄市観光協会視察研修の実施の案内が届いており

ます。 
後ほど回覧させて頂きますので宜しくお願い致します。 
以上幹事報告とさせて頂きます。 
 
 

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 

№４8－2 第２296回  例会 2010年 7月 8日（木） 7月 15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 



〔会員卓話〕       境野 三郎会員 

 
 
「ロータリーの友」より感想等発表         

広報雑誌委員長  八木 茂幸 
 
次回プログラム発表            
日時：7月１５日(木)PM 18：30～ 第３夜間例会 
場所：アメイジング グレイス本庄 
行事：米山記念奨学部問セミナー 7月 11日（日） 
 
〔出席報告〕 

 
 
 
 
 

 
クラブ協議会 
 
SAAチーフ             萩原 達夫 
情報研修委員長         岡崎 正六 
プログラム委員長        金子  章 
広報雑誌委員長         八木 茂幸 
会員増強委員長         橋本 恒男 
親睦活動副委員長        佐藤 賀則 
出席委員長           巴  高志 
地域活性化委員長        矢島 淳一 
国際貢献副委員長        金井 直樹 
職業奉仕委員長         福島 文江 
ロータリー財団部門長      岩淵 富男 
米山記念奨学委員長       坂本 優蔵 

 
 
 
 
 
 

 

〔ニコニコボックス〕 
加藤玄靜 
「高柳ガバナー補佐、本年の第４グループのリーダーを

宜しく。」 
 
今泉憲治 
「境野様ようこそ！ようやく卓話が実現できてうれしい

かぎりです。また、本を感動的に読ませていただきまし

た。これからも時々、おこし下さい。」 
 
温井一英 
「戸谷、中島年度になりました。宜しくお願いしま

す。」 
 
「境野会員、本日卓話よろしくお願い致します。」 
下山正男 中村浩史 加藤玄静 田中 克 橋本恒男 
茂木 聡 矢島淳一 坂本優蔵 杉山淑子 横尾セツ 
佐藤賀則 岡崎正六 狩野輝昭 金子 章 笠原 勝 
内野昭八郎 野村正行 巴 高志 三宅健吉 浅香 匡 
渋谷修身 八木茂幸 福島文江 石原 修 萩原達夫 
竹並栄一郎 野澤章夫 春山茂之 真下恵司 横尾 巧 
五十嵐敦子 中島高夫 岩渕富男 黒岩三雄 中村 孝 
 
メニュー表 
7/1   海鮮丼、野菜煮、小鉢、味噌汁 
7/8   ポークカツ定食 
7/15 夜間例会 
7/22 松花堂弁当 
7/29 チキンのピリカラ味噌焼き定食 
8/4  刺身定食 
8/11 ハンバーグステーキ定食 
8/18 焼魚と鮪山かけ定食 
8/25 夜間例会 
9/2   チキンカレー 
9/9  天丼、小鉢、蒸物、汁物、香の物 
9/16 移動例会 
9/23 祝日休み 
9/30 夜間例会 
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