
 
《本日の例会》 

 
さよなら例会 

  

進 行 ＳＡＡ 
点 鐘 午後 18 時 30 分 田中 克 会長 

国 歌 君が代 

ソング 奉仕の理想 
 
〔会長挨拶〕         田中 克 会長  

 
 

 皆様今晩は。本日は、田中・今泉年度の最後の例会と

なりました。一年間、大変お世話になりました。心から

感謝申し上げます。ありがとうございました。 
本日の御客様は加藤ガバナーです。本日のサヨナラ例

会には１００名の皆様の参加を頂きまして、華やかに、

にぎやかに実施出来ますことを大変喜んでおるところで

す。親睦委員会の皆さん御苦労様でした。さて、此の１

年もアットいう間に終了するわけですが、振り返って見

るとき、本庄ＲＣから３人目の加藤玄静ガバナー輩出と

いう誠に重要な、記念すべき年度となりました。私は

「ガバナー輩出クラブはどうあるべきか？」を考えまし

た。それは活気に満ちた５４クラブの模範になるべきク

ラブ運営を心がけ「和気あいあいで楽しみながら盛り上

げよう」をスローガンにして、会員の皆様の全面的な協

力を得て、次のような具体的成果を得ることが出来まし

た。 

① 情報集会を含む諸会合の開催数９０回。通年の３倍実   
施 

②  出席率（例会）の向上  通年で約９２％ 
③  退会防止、新入会者増強５名 

④  盛り上がりのあるイベントの実施  クラブ活性化部門
委員会 

       家族同伴納涼祭 紅葉狩りと松茸フルコースバス旅行  
家族同伴クリスマスパーティー家族同伴お花見例会

モントリオール国際大会サヨナラパーティー等々 

また、地区行事への積極的参加につきましても、加藤ガ

バナー、真下地区幹事の御指導よろしきを得て地区大会

実行委員会と共に、協力体制の基、次のような成果が得

られました。 
①  地区大会及び記念ゴルフコンペの大成功 
② 秩父のロータリーの森への清掃奉仕、 
マイクロバスを使用し１５名の参加 

③  モントリオール世界大会に当クラブから２１名参加 
④  各種セミナー及び研修会への積極的に参加 
さらにＳＡＡをはじめ、管理運営委員会、社会奉仕プ

ロジェクト委員会、米山財団も大変頑張って頂きまし

た。ありがとうございました。 

 私は自分なりに年度当初、クラブ運営をグランドデザ

インしておきました。結果的には加藤玄静ガバナーの御

指導をはじめ、今期の理事・役員は勿論のこと、全会員

が一丸となって御婦人を含め全面的な御支援・御協力を

頂きました御陰で「和気あいあい大いに盛り上がりのあ

る」事業計画の全てが１００点満点にて終了することが

出来ました。本当にありがとうございました。重ね重ね

皆様方に御礼と感謝を申し上げます。田中克の我が人生

の中で、今年１年のロータリー活動は楽しい思い出づく

りが一杯出来ました。本当にありがとうございました。 

 最後になりましたが、皆様方の御支援・御協力を戸谷

清一次年度会長に継続して頂けますよう御願いして、会

長のお礼の挨拶とさせて頂きます。 
 
〔幹事報告〕        今泉憲治 幹事 
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 皆さんこんばんは、今年最後の幹事報告をいたします。 
① ロータリーの友編集委員会より本庄ロータリークラブ

加藤玄静会員が本年 7月 1日よりロータリーの友編集
委員会顧問に就任いただくよう委嘱させていただきま

したとのお知らせが届いております。 
② ガバナー事務所より 2010 年規定審議会採否報告が届
いております。 

③ 財団法人ロータリー米山記念奨学会ニュース「ハイラ

イト米山 124号」が届いております。 
④ 児玉ロータリークラブより「事務局及び定例会場移転

のお知らせ」が届いております。 
⑤ 本庄市プロ野球等開催実行委員会より先に開催された

「２０１０イースタンリーグ公式戦」のお礼が届いて

おります。 
実務的な幹事報告は以上ですが文書等は次の例会で回覧

していただくようにしたいと思いますのでご了承くださ

い。 
さて、きょうが最後の報告になりますのでこの一年間の

お礼を申し上げさせていただきますことをご容赦くださ

い。 
ようやくきょうの日を無事に迎えることができましたの

は役員・理事の皆様、そして本日ご参加の会員の皆様・

ご家族様のご支援・ご協力の賜物だと考えます。 
まず以って衷心よりお礼を申し上げます。ありがとうご

ざいました。 
また、この一年間文句を言わずに外出を許してくれた家

内の支えがあったからこそ、幹事という大役を果たすこ

とができました。この場を借りて家内にも一言「ありが

とう」の気持ちを送りたいと思います。 
さて、みなさん、幹事職を引き受けたとき、そしてこの

一年走りながら、私で良かったのかと自問自答しながら

やって参りました。 
会長の黒子として努力したつもりでしたが未熟な私とし

ては十分ではなかったように思います。 
田中年度が思い出多き年度になり、楽しんでいただけた

事がひとつでもございましたら幸いに存じます。 
本日松茸例会後の場面をところどころＤＶＤに収めて参

りました。 
その 2時間版のＤＶＤを会場入り口でお渡しいたしまし
た。そのダイジェスト版を本日 8分間ご覧ください。 
DVD作成に当たっては金井福則会員に大変お世話になり
ました。感謝申し上げます。 
幹事を務めたこの一年で多くの会員の皆様とお話ができ

るようになりましたことは私の財産になりました。若輩

の私ではございますがこの間失礼も多々あったかと思い

ます。ロータリーの友情に免じてご容赦ください。 
私はこの一年直前幹事の茂木聡さんのご協力がなければ

任務をまっとうできませんでした。また、事務局の真下

さんの存在がなければ会の運営ができませんでした。 
献身的な真下さんの態度に感動を沢山いただきました。 
お二方には高いところからではございますがお礼を申し

上げます。 
新人の事務局員である小林さんには一日も早く実務に慣

れてください。 
最後に 7月から始まる戸谷・中島年度が実り多き年度に
なり同時に高柳ガバナー補佐を盛り上げていただけるよ

うお願いして幹事報告を終わります。 
一年間ありがとうございました。 

〔表 彰〕 
RI会長特別表彰        加藤玄靜ガバナー 
叙勲表彰 平成 22年 4月 29日叙勲 

「旭日双光章」 内野昭八郎 会員 
入会歴 10年の表彰  

茂木 正 会員 平成 12年 12月 7日入会 
茂木 聡 会員 平成 12年 12月 7日入会 

古稀の祝い  
     田中 克 会員 昭和 15年 3月 6日生まれ 
     金澤喜作 会員 昭和 15年 5月 7日生まれ 
喜寿の祝い 
    竹並栄一郎 会員 昭和 8年 6月 19日生まれ 
    内野昭八郎 会員 昭和 8年 5月 29日生まれ 
    野村 正行 会員 昭和 8年 5月   8日生まれ 
金婚式の祝い 

竹並栄一郎会員ご夫妻・金井澄雄会員ご夫妻 
会長賞の表彰 

会長特別賞 武井包光 会員 
会長賞 石原 修 会員 
会長賞 三宅健吉 会員 

ニコニコボックス投入者の表彰 
     奉仕プロジェクト部門 狩野輝昭 委員長 
出席優秀者の表彰 
       クラブ活性化部門 石原 修 委員長 
転勤者へのお餞別         井下 典 会員 
 
次年度より本年度への記念品及び花束贈呈 

 
 
次年度会長挨拶 

 
 
 



〔懇親会〕 
乾杯 
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