
 

《本日の例会》 
 
卓話：地区新世代部門委員長 
野口健吉様（東松山むさしＲＣ） 

 

進 行 ＳＡＡチーフ 三宅健吉  

点 鐘 午後 12 時 30 分 田中 克 会長 

ソング 我等の生業・四つのテスト 

童 謡 赤とんぼ 

 

〔会長挨拶〕      田中 克 会長 

 
 

皆様、こんにちは。本日も大勢の皆様の御出席御苦労様

です。９月もはや中旬となり、散歩していて稲穂も日一

日と黄金色になり収穫も間近となり、まさに実りの秋、

読書の秋、スポーツの秋、皆様もそれぞれの分野にて御

活躍の事と思います。先日、９月８日に本庄四Ｃの親睦

ゴルフコンペが児玉ゴルフクラブで開催され、当クラブ  

からも１１名が参加し頑張って参りました。御苦労様で

した。本日の御客様を紹介致します。 

①東松山むさしＲＣ地区新世代部門委員長 

 野口健吉様   「新世代月間にちなんで」の卓話 
②新入会予定者  小山雅彦様（小山工業社長） 
 

今週の行事及びセミナーの御案内 

9/10 6：30  地区大会実行委員会（第５回） 
9/11 6：30  第四グループ会長幹事会 
9/12 管理部門、活性化部門合同集会＋執行部 
9/12～13  米山研修旅行 呉龍昌君 坂本優藏委員長 
9/13 地区財団セミナー 下山委員長 田中会長 
9/13 長野県上田方面移動例会下見 
           石原修部門委員長  金井直樹副委員長 
           三宅健吉ＳＡＡチーフ  今泉憲治幹事 

 
〔幹事報告〕        今泉憲治 幹事 
① 既に幹事報告をいたしましたが、再度、世界遺産登

録推進委員会委員長鈴木秀憲様からキャラバン受け

入れのお願いがきております。これについてはプロ

グラム委員会とも相談して、受け入れ日程を決めた

いと思います。 
② 地区奉仕部門委員長より、「クラブ出席率の算出に

ついて」という文書が届いておりますので、クラブ

活性化部門関係者には留意してくださるようお願い

いたします。 
③ 一般財団法人 フィリピン国・育英会バギオ基金か

ら「バギオだより」ナンバー１３,１４号が届いて
おります。 

④ 国際ロータリーより「人類のために活動しますＶ」

というＣＤが届いております。ご希望の方はパソコ

ンでご覧下さい。昨日訪問した上田東ロータリーク

ラブのウィークリーレポートを紹介いたします。 
 
 
 
 
〔ガバナー随行者報告〕 
地区大会実行委員会     佐藤賀則 幹事 

茂木 聡  会員 
〔委員会報告〕 

ゴルフ部 中島 高夫 会員 
 

〔卓 話〕      
新世代月間にちなんで  

地区新世代部門委員長 野口健吉 様 
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ただ今ご紹介頂きました、加藤年度に新世代部門委員長を

仰せつかりました、東松山むさしＲＣ所属の野口と申しま

す。どうぞ宜しくお願いします。ホ－ムペ－ジを拝見した

ところ創立が昭和３８年とのこと、伝統有る会員の皆様の

前で卓話をさせて頂き光栄であります。又、髙橋ＰＧの前

ですので特に緊張致しますが宜しくお願いします。 
新世代月間としまして、毎年９月に実施しております。

新世代とは１４歳から３０歳までの若い次世代をになう青

少年にロ－タリ－が何かお手伝いすることです。新世代部

門セミナ－として９月２７日に嵐山町にあります国立女性

教育会館にて開催する予定で準備を進めております。 
新世代委員会には４つの委員会が所属しております。 
１． アクト委員会 

ａ）インタ－アクト主に高校生を対象に２５７０

地区では１１クラブがあり、先日８／２日に

年次大会が狭山ヶ丘高校で１６０人の生徒、

ＲＣ会員が集まり盛大に行われました。顧問

教師会の話の中で、会員の減少に苦慮されて

いる話が出ており提唱クラブのサポ－トを依

頼したいと考えております。 
ｂ）ロ－タ－アクト 
  大学生を中心に活躍されており、現在３クラ

ブ御座います。各クラブ独自の活動をしてお

り今後益々の活動を期待致します。 
２． 青少年交換委員会 

国際理解と親善を促進するプログラムであります。 
今年度は親善大使として８人を派遣し、７人の留

学生の受け入れをしており、８月２９日には来日

学生オリエンテ－ションも開催されました。次年

度は親善大使として５人を派遣したく募集をした

ところ残念ながら３名しか応募がなく一次試験を

すでに終了しております。現在の問題点として、

スポンサ－クラブ、ホ－ムステイの確保が困難 
でありご協力をお願いします。 

３． ライラ委員会 
青少年にリ－ダ－に成るために必要な研修を目的

に開催致します。 
第２５７０地区内のインタ－アクト・ロ－タ－アクト・ロ

－テックス・青少年交換留学生等の参加を得て青少年指導

者養成研修会を２０１０年３月６日に開催する予定で準備

を進めております。詳細は後日ご連絡致しますので多数の

御出席をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔ニコニコＢＯＸ〕 
野口健吉 
「本日は新世代部門の卓話にまいりました。よろしくお願

いします。」 
髙橋福八 
「９月２３日グランドおさらい会で清元のうかれ坊主を唄

います。よろしかったらお出掛けください。」 
今泉憲治 
「野口様、本日は宜しくお願いします。」 
温井一英 
「早退します。」 
茂木 聡 
「9 月 10 月と公式訪問が毎日続きます。皆様のご協力あり
がとうございます。」 
関口礼子 
「お盆が過ぎればお彼岸と早いです。」 
飯塚明男 
「ようやく秋らしくなりました。しっかりと体力を養いま

しょう。」 
 
「地区新世代部門委員長・野口健吉様、ようこそいらっし

ゃいました。本日は卓話をよろしくお願い致します。」 
田中 克 三宅健吉 梅村孝雄 浅香 匡 狩野輝昭 
橋本恒男 内野昭八郎 岡崎正六 金子 章 中島高夫 
横尾 巧 武井包光 坂本優蔵 石原輝弥 澁澤健司 
五十嵐敦子 笠原 勝 中村 孝  
 
「小山雅彦入会予定者、本日は本庄ロータリーへ、ようこ

そゆっくりと例会を楽しんで頂ければと思います。」 
下山正男 佐藤賀則 渋谷修身 巴 高志 矢島淳一 
今泉憲治 高柳育行 福島文江 竹並栄一郎 長谷川京子 
岡芹正美 萩原達夫 岩渕富男 戸谷清一 古瀬末雄 
 
〔出席報告〕 

 
次回プログラム 
9月 17日(木) 午後 12時 30分 第三例会 
埼玉グランドホテル本庄 
卓話 黒岩三雄会員 
 
 
 

                   

 
 
 
 
 
 
 

  
広聴広報委員会  矢島淳一・飯塚明男・岩渕富男・塚越 茂・笠原 勝・山田喜一 

■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 

〒367-0041 本庄市駅南 2－2－1         ホームページ 

TEL 0495-22-7522  FAX 0495-22-3571        http://www.globals.jp/hp/HRotary/index.html 
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