
 

《地区大会》 
 

4月 17日(第 1日) 埼玉グランドホテル本庄 
  
 

〔ガバナー挨拶〕  
2009-10年度 RI第 2570地区 加藤玄靜 ガバナー 

 
 

 地区大会にご参加を賜りました、親愛なる地区内外ロ

ータリアンの皆様、私達を支えて頂いておりますロータ

リー家族の皆様、日頃ロータリー活動に御理解を賜って

おります御来賓並びに御招待者の皆様に、衷心より感謝

と歓迎を申し上げます。 
 本大会に、国際ロータリー会長ジョン・ケニー氏は、

会長代理と致しまして、第 2780 地区パストガバナー上野 
孝様御夫妻（横浜 RC）を派遣下さいました。上野様はご
承知の通り、現ロータリーの友委員長の職にあり、ロー

タリー広報雑誌の第一人者であります。 
 この方をお迎えして開催できますことは、この上ない

喜びと幸せであります。あらためましてＲＩ会長に深謝

申し上げます。 
 国際協議会でジョン・ケニー氏は、「ロータリーの未

来は あなたの手の中に」とテーマを掲げられました。

更に強調された事項として、「ポリオの撲滅、水資源、

保健・飢餓の救済、識字率の向上」、「会員増強、職業

奉仕」等であり、ロータリーが誕生して次なる世紀に向

かう現在、非常に大切な指針であると深く感銘を受けま

した。 
 そして、「今を大事に」ガバナーの使命としてこの事

を 54 クラブ全会員に周知徹底させるべく、「公式訪問、

諸セミナー、諸会合」を通してお願いして参りました。 
 しかしロータリーを取り巻く環境は厳しく、地区は元

よりクラブに於いても運営・活動共に大変であります。

この事を考慮して、講師陣は友情出演としてお願いし、

手作りを基本として準備し、大会登録料は頂かない事と

致しました。 
 有意義で「面白くて、ためになる」両日となることを

お誓いして、挨拶と致します。 
 

〔会長代理挨拶〕 
2009-10年度国際ロータリー 上野  孝 会長代理 

 
 

〔会長挨拶〕        田中 克 会長 
歓迎あいさつ 

 

本日開催の地区大会に、国際ロータリージョン・ケニ

ー会長代理として、上野 孝様御夫妻にお迎え出来まし

た。素晴らしいリーダーを派遣くださいました、ＲＩ会

長に深謝申し上げます。 

御来賓として、埼玉県知事上田清司様、本庄市長吉田

信解様、海外よりミヤンマー連邦駐日大使ラ・ミイン様

を始め、各界の皆様方に御臨席を賜り、会員を代表して

心より感謝申し上げます。 

併せて、地区内外の多くのクラブより、パストガバナ

ー、地区役員の方々、特に加藤ガバナーの同期ガバナー

御夫妻には、ご遠方よりご参加を賜りました。重ねて御

礼と歓迎を申し上げます。 

ここで、始めて御来庄の方もいらっしゃると思います

ので、「義理と人情」に厚い、我が街「本庄」を紹介致し

ます。関東平野、埼玉県の北の玄関口に位置し、北は「赤

城山」西には「榛名山」「妙義山」の上州三山に囲まれ、
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四季折々の景色は私達に「感動と勇気」を与えてくれま

す。更に西には、高大な浅間山の真っ赤な夕日と、真っ

白な雪化粧は東洋一と呼ばれる程、絶景であります。 

 当地は古来より、水と緑に恵まれ自然環境も良く、古

くは古代遺跡の分布、「いざ鎌倉」で有名な武蔵七党の

一つの児玉党の里であり、江戸時代には中山道最大の宿

場町として栄えて参りました。また、皆様御存知の盲目

の偉人「塙保己一翁」も当地の出身であります。 

 産業は生糸養蚕業が盛んで、織物としての「本庄銘

仙」は、近隣の「伊勢崎銘仙」「桐生銘仙」と並び地場

産業の一つでありました。現在は首都圏８０キロメート

ルと、上越新幹線本庄早稲田駅、関越高速道路本庄児玉

インターチェンジ等交通の便が非常に良く、「早稲田リ

サーチパーク」や「新幹線駅前開発」が始まり、今後の

発展が期待されています。このような地に於いて、地区

大会開催が決定されてから一年間、コ・ホスト「児玉Ｒ

Ｃ・上里ＲＣ・本庄南ＲＣ」と共に、「今を大事に」と

念入りに準備して参りました。本庄ＲＣからは三人目の

ガバナーであります。先輩各位の御指導と、家族皆様の

御協力により、充実した地区大会になる事と信じており

ます。参加者皆様のご健勝とご繁栄をお祈りし、ホスト

クラブ会長の歓迎の挨拶と致します。ご静聴有り難うご

ざいます。  

 
各種委員会 
10：30  
登録委員会           春山 茂之 委員長 
資格審査委員会         真下 和男 委員長 
選挙管理委員会         石川 嘉彦 委員長 
決議委員会           鈴木 勲二 委員長 
 
RI会長代理御夫妻を囲む昼食会 

 
 
本会議 
13：00 
点 鐘               加藤玄靜 ガバナー 

国歌・ロータリーソング[我等の生業] 

開 会            倉林敏澄 大会副委員長 

来賓並びに役員紹介        加藤玄靜 ガバナー 

ガバナー挨拶           加藤玄靜 ガバナー 

RI 会長代理挨拶        上野 孝 RI 会長代理 

各種委員会報告               各委員長 

決議案審議並びに採択       加藤玄靜 ガバナー 

 

 

2008-09 年度 

収支報告           竹間 暎 直前地区幹事 

監査報告           大澤 三千雄 直前監査 

収支報告承認の件      真下 和男 直前ガバナー 

各種表彰            加藤 玄靜 ガバナー 

閉会            木村 達夫 大会副委員長 

 

地区指導者育成セミナー 
セッション 1「ロータリーの未来は」 

講師 元 RI理事・PDC 関場 慶博 
セッション 2「今を大事に」 

講師 曹洞宗長徳寺住職 酒井 大岳 
謝 辞       石川 嘉彦 地区研修リーダー・PDG 
点 鐘             加藤 玄靜 ガバナー 
 
RI会長代理歓迎晩餐会 
秩父祭世界無形文化遺産登録推進事業「秩父音頭」披露 

 
 
RI会長代理御夫妻入場 
開 宴              春山 茂之 大会委員長 

 
来賓紹介・挨拶          加藤 玄靜 ガバナー 
RI 会長代理挨拶         上野 孝 RI 会長代理 

感謝状並びに表彰状贈呈      加藤 玄靜 ガバナー 
直前ガバナー挨拶      真下 和男 直前ガバナー 
祝賀演奏            二胡と古箏 シューミン 
乾 杯            福島 良治 パストガバナー 
「手に手つないで」 

閉 宴           山田 勝治 大会副委員長 
 
 
 



 
4月 18日（第 2日）本庄市民文化会館      

 
10：00 

点 鐘               加藤玄靜 ガバナー 

国歌・ロータリーソング[奉仕の理想] 

美しい日本の歌「花」   ソングリーダー 田中 利幸 

黙 祷 

開 会        渋谷 修身 地区大会実行委員長 

 
 

RI 会長代理御夫妻紹介・来賓紹介             

加藤玄靜 ガバナー 

  
 

地区内クラブ紹介            各クラブ補佐 

 

歓迎の言葉         田中 克 ホストクラブ会長 

 
 
 
 
 

ガバナー挨拶・地区現況報告     加藤玄靜 ガバナー 
 

RI 会長メッセージ（現況報告）・挨拶  

上野 孝 RI 会長代理 

 
 

 

来賓祝辞         埼玉県知事 上田 清司 様 

 
 

 

埼玉県へ記念事業寄付金目録贈呈   加藤玄靜 ガバナー 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



来賓祝辞           本庄市長 吉田信解 様 

 
 

本庄市・（社）本庄市社会福祉協議会へ寄付金目録贈呈 

加藤玄靜 ガバナー 

 
 

ミャンマー連邦へ寄付金目録贈呈 

ポリオ撲滅チャリティー義援金贈呈 

米山記念奨学会へ寄付金贈呈    加藤玄靜 ガバナー 

 
 

 

 

 

 

美しい日本の歌 

「故郷」「ユー・アー・マイ・サンシャイン」 

 

新世代プログラム 

国際奉仕部門            茂木 正 委員長 

ロータリー財団部門        小池 貞作 委員長 

新世代部門            野口 健吉 委員長 

米山奨学部門            大澤 衛 委員長 

 

 

記念講演 
「キリマンジェロの雪が消える」 

立正大学 前学長 高村 弘毅 様 
 
 
特別記念講演  舞と雅楽 

浄土宗大本山増上寺 雅楽会 
解説         本庄市円心寺副住職 石田琢道 様 
 
 
感謝状並びに記念品贈呈       加藤玄靜 ガバナー 
 

RI 会長代理上野 孝御夫妻 

 

長寿寿齢会員表彰 

 

ガバナーエルクト紹介及び挨拶   加藤玄靜 ガバナー 

西川武重郎 ガバナーエルクト 

 

ガバナーノミニー紹介及び挨拶   加藤玄靜 ガバナー 

立原雅夫 ガバナーノミニー 

 

次年度地区大会ホストクラブ挨拶 

志木ロータリークラブ 名畑 豊文 会長 

 

大会所感           上野 孝  RI 会長代理 

 

お礼の言葉             加藤玄靜 ガバナー 

 

美しい日本の歌「今日の日はさようなら」 

 

17:07 

閉 会              佐藤賀則 大会幹事 

 

点 鐘              加藤玄靜 ガバナー 
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