
 

《本日の例会》 
 
公式訪問例会 
クラブ協議会 

 

進 行 ＳＡＡチーフ 三宅健吉  

点 鐘 午後 3時 00 分 田中 克 会長 

ソング 奉仕の理想 

 

 

〔会長挨拶〕         田中 克 会長 

 
 皆様、こんにちは。本日は地域社会奉仕委員会の「み
どりの埼玉づくり県民提案事業」に加藤ガバナー、武田

ガバナー補佐を始め多数のメンバーに参加して頂き、盛

会のうちに植栽事業と記念式典が執り行われました。御

協力誠にありがとうございました。 

 さて、本日はガバナー公式訪問例会であります。年間

を通して本日の公式訪問例会が一番大きなクラブ行事と

なっておる訳ですが、会員皆様の積極的な参加でこの例

会が盛会のうちに執り行えることを大変うれしく思いま

す。では本日の御客様をご紹介申し上げます。第２５７

０地区ガバナー加藤玄静様です。同地区第４グループＧ

補佐武田哲様です。ようこそ、御来訪頂きましてありが

とうございます。クラブをあげて歓迎させて頂きます。

加藤ガバナーにおかれましては、５４クラブ、そして

１，９００名の代表者として昼夜を問わずの御活躍誠に

御苦労様です。７月２１日の川越ＲＣからスタートした

ガバナー公式訪問も５４クラブの本日が最終日と伺って

おります。私達は加藤玄静ガバナー輩出クラブとして各

分野で全メンバーが一致結束、全員野球で、又全力投球

でと意気込んでいる所であります。本日は加藤ガバナー

におかれましては、一段高いポジションから見てのクラ

ブ運営全般についての卓話を頂き、協議会を通して御指

導御助言を頂ければ幸いと思っています。私達は本日の

御指導御助言を元に、残された７ヶ月間を更に、更に頑

張り和気あいあいで大いに盛り上げたいと思っておりま

す。よろしく御指導を御願いします。 
 
〔幹事報告〕         今泉憲治 幹事 

 
みなさんこんばんは。 
① ガバナー事務所より「入会 3 年未満会員研修会ご出
席のお礼」が届いております。 

② ガバナー事務所より「ブライダル委員会便り 第 5
号」が届いております。 

③ 「額誘拐ニュース 第 133 号」がとどいております。 
④ 埼玉県より「外国人支援相談センター埼玉」が届い

ております。 
⑤ 本庄市社会福祉協議会より「本庄市社協だよりハー

ト＆ハート第 18号」が届いております。 
書類の回覧は次週にさせていただきます。 
以上で幹事報告を終わります。 
 
 
 
 

〔委員会報告〕 
奉仕プロジェクト部門委員会 

植栽事業参加御礼と楽市の案内 
 

奨学金の支給と奨学生の御礼            

呉龍昌 君 
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〔卓 話〕 
第 2570地区ガバナー加藤玄静 様 

 
 
私の家系では、還暦を迎えることは大変であります。

兄が誕生後間もなく、生みの父親は３２歳（私が４歳）、

育ての親は３６歳（私が大学卒業の翌月）、祖父は６０

歳（小学３年生時）で逝去と、加藤家男子の寿命は本当

に短いものであります。 
幸い、母親は満９０歳で未だ現役で、寺の切り回しを

しております。このお陰でガバナー職にあるようなもの

であります。 
大学卒業後すぐに３７代住職を継承し、現在住職歴は

４３年であります。田舎の檀家数の少ない日蓮門下の寺

でありますが、それが幸いして社会に出るのが早く、貴

重な経験を数多く出来ました。 
市議会議員８年、青年会議所１１年、ＰＴＡ５年、自

治連合会長４年、社会福祉協議会常務理事６年と、団体

活動を通して生まれ育った地域に対して、少しは貢献も

出来たか事と思っております。 
ロータリークラブへの入会は青年会議所卒業後であり

ました。当時は入会基準が厳しく（１業種１名が遵守さ

れておりましたので）、職業分類が空くのを待っており

ました。 
 檀徒総代の推薦により入会し、早いもので２４年の月

日が経ちました。夢中で過ごしたロータリーでありまし

たが、会員の推挙により会長職を引き受けましたのが、

ロータリー誕生１００年、本庄市政５０周年の記念すべ

き年でありました。 
 私は宗教者として、又ロータリアンとしてその精神を

比較して共通点を探し充てることが出来ました。 
 最大の共通点は、宗教も、ロータリーも「因縁・因

果・蒔いた種が生える」事でありました。言い換えれば、

理論や理屈がなんぼ解っていても、実践をしなければ、

何も成らない。 
 家庭に於いても、企業においても、社会に於いても、

言わんやロータリーに於いても同じ事であります。 
 還暦を迎えたとき、自分のモットーを「今を大事に」

として、残された人生を「今に向き合って、精一杯生き

る」決心を図りました。 
ロータリーに自分の「師友」を求めながら、「安楽解

脱身」身体を大切にしながら、何時までも自分の未熟さ

を探したいと思います。 

今後の本庄ロータリークラブの発展と、会員皆様方の

ご隆昌を御祈念申し上げると共に、公式訪問の随行では

多くの会員皆様にご支援を賜りました事に深く感謝申し

上げ卓話と致します。      
 
〔ニコニコＢＯＸ〕 
 
佐藤賀則 
「ゴルフコンペで優勝させて頂きました。パートナーの

今泉さん､巴さんお世話になりました。」 
 
茂木 聡 
「５３クラブへの公式訪問随行、ありがとうございまし

た。」 
 
藤井 仁 
「本日は食事をありがとうございました。」 
 
「第 2570 地区ガバナー加藤玄静様・ガバナー補佐武田
哲様、本日はようこそお越しくださいました。ごゆっく

りして下さい。」 
田中 克 橋本恒男 巴 高志 三宅健吉 金沢喜作 
井下 典 真下恵司 須永秀和 金井直樹 春山茂之 
浅香 匡 高柳育行 今泉憲治 福島文江 横尾セツ 
山田喜一 狩野輝昭 金井福則 野澤章夫 関根 貢 
坂本優蔵 戸谷清一 黒岩三雄 内野八昭郎 佐藤賀則 
五十嵐敦子 中島高夫 髙橋福八 横尾 巧 渋谷修身 
竹並栄一郎 下山正男 岡崎正六 矢島淳一 岡芹正美 
坂本雄一 茂木 正 武井包光 梅村孝雄 山本道彦 
石原輝弥 杉山淑子 金井澄雄 金子 章 関口礼子 
〔出席報告〕 

 
次回プログラム 
12月 3日 (木) 年次総会（クラブ協議会 ） 
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〔クラブ協議会〕 
会長方針              田中 克 会長 
SAA方針              三宅健吉チーフ 
クラブ管理運営部門         矢島淳一委員長 
情報研修委員会           渋谷修身委員長 
プログラム委員会          巴 高志委員長 
広報委員会             矢島淳一委員長 
クラブ活性化部門          石原 修委員長 
会員増強委員会           石原 修委員長                      
親睦活動委員会           金井直樹委員長 
奉仕プロジェクト委員会       狩野輝昭委員長 
地域活性化委員会          野澤章夫委員長 
ニコニコボックス担当        橋本恒男委員長 
国際貢献委員会           岡芹正美委員長 
職業奉仕委員会           横尾 巧委員長 
ロータリー財団部門         下山正男委員長 
米山記念奨学部門          坂本優蔵委員長 
ガバナー総評           加藤玄静ガバナー 
閉会の言葉             杉山淑子副会長 
 
〔懇親会〕 
挨拶             田中 克 会長 

加藤玄静ガバナー 
 

乾杯            高柳育行直前会長 

 
 
１１月の誕生祝         

 
１，武井包光           Ｓ１１ .１１   .４ 
２，真下恵司           Ｓ２１ .１１   .９ 
３，萩原達夫           Ｓ２６ .１１  .２２ 
４，黒岩三雄           Ｓ    ４ .１１  .２５ 

 

１１月の結婚祝 

 
１，岩渕富男    １１月      １日   美佐江 
２，藤井仁        １１月      ７日        
３，岡崎正六    １１月      ８日   初枝 
４，須永秀和    １１月      ９日 
５，黒岩三雄    １１月  １２日 
６，横尾巧        １１月  ２２日 
 
第一の〆         黒岩三雄パスト会長 

 
 

第二の〆        竹並栄一郎パスト会長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



第三の〆      武田 哲 ガバナー補佐 

 
 
万歳           武井包光 副会長 

 
 
閉会の辞      戸谷清一 会長エレクト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔県民の植栽事業〕 

 
日時：12月２８日（土）午後１２時 
場所：湯かっこ 
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