
 

《本日の例会》 
 
拡 大 増 強 月 間 
クラブフォーラム 

 

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 

唱 歌 うみ  

 

〔会長挨拶〕      田中 克 会長 

 
 

皆様、こんにちは。本日も例会御出席御苦労様です。８月

は会員増強月間に付き、第１例会では熊谷南ＲＣの山口茂

地区増強委員長の卓話を頂きました。また先般、石原増強

委員長から全メンバーの方に新入会者紹介カードを依頼し

てありましたが、本日はその提出されたカードを元にクラ

ブフォーラムで新しい仲間づくりの人選、アプローチの仕

方、誰が適任か等々について、各グループで討議を御願い

し、その後に発表をして頂きます。本日のフォーラムで今

月にあと２～３名の増強、さらに年内には１０名の増強に

全員でチャレンジしようではありませんか。皆さんの御協

力を御願いします。 

・在籍２０年以上のメンバー会議 

例会終了後、本席にて執り行いますので御出席よろしく

御願いします。 ①ロータリークラブ運営全般 ②本ク

ラブ表彰規定 ③その他 

皆様方の御意見、御助言を頂きたいと思っております。 

・地区大会実行委員会全体会議 

 本日１８：３０分より当ホテルにて開催します。 

     全員の出席を御願い致します。 
＜地区報告＞ 

第一回社会奉仕部門セミナー  ８月２２日（土）杉山副会長 
五十嵐敦子会員今週のガバナー公式随行者予定 

８月２５日 入間ＲＣ  茂木聡 

８月２６日 鶴ヶ島ＲＣ 江積栄一  佐藤賀則 
８月２８日 和光ＲＣ   坂本優蔵 
以上です。よろしく御願いします。 
 
〔幹事報告〕        今泉憲治 幹事 
みなさんこんにちは、1週間お休みを頂いたことが私にと
りましては皆様にお会いすることが一日千秋の思いである

日々でしたがこれまでの幹事さんたちも同じように感じて

こられたことだと思います。リフレッシュさせていただき

ましたことに心よりお礼申し上げます。それでは幹事報告

をさせていただきます。 
＊ 米山奨学生呉龍昌君から台湾に帰郷した際のお土産が

届いております。お召し上がり下さい。 
＊ 埼玉県腎・アイバンク協会よりパンフレットが届いてお
りますのでお持ち帰り下さい。 

① 秩父ロータリークラブより「秩父夜祭世界無形文化遺
産推進部会設置」の件で当本庄ロータリークラブより

委員を選任してほしいとの依頼が届いております。こ

れは加藤ガバナーの意向で本庄ロータリークラブから

委員を出させてほしいとの要望があっての措置だそう

ですから 9月に理事会で計りたいと思います。 
② 財団法人米山梅吉記念館より米山梅吉記念館創立 40 周
年記念式典の案内が届いております。あわせて 100 円
募金、賛助会費の募集、記念誌の購入募集が届いてお

ります。 
これにつきましては予算上の措置を考慮して幹事決済

で必要な措置をとりたいと思いますのでご了承願いま

す。 
③ 本庄市国際交流協会よりインフォメーションが届いて
おります。 

④ 本庄市ボランティアセンターより「災害ボランティア
センター立ち上げ訓練参加者募集」が届いております。 

⑤ 本庄市ボランティアグループ協議会より「ふれ愛夏
祭」の案内が届いております。 

⑥ こだま青年会議所理事長竹並達也様から「僕らの町フ
ェスタ」に対するお礼のご挨拶が届いております。 

⑦ 8月第一例会で卓話をしていただきました山口地区会員
増強委員長様からお礼状が届いております。 

⑧ 米山記念奨学会ニュースが届いております。 
⑨ 8 月 26 日に他クラブ訪問を実施します。訪問先は蓼科
ロータリークラブです。ご希望の方は幹事までお申し

出下さい。当日は朝 9時に出発します。 
以上、回覧しますのでご覧願います。最後に 8月第 1週よ
り例会終了後１階の珈琲ラウンジで２００円で珈琲を飲み

ながら楽しく談笑するひと時を過ごしましょうと計画をし
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ております。お時間がある方は、すぐ帰らずに是非ラウン

ジにて楽しいひと時をお過ごしくださいますようお願いい

たします。 
 
〔委員会報告〕 
「ロータリーの友」より感想等発表 

広報委員会 矢島 淳一 委員長 
 

〔地区報告〕      
米山奨学生秩父音頭祭り参加報告  

茂木 聡 会員 
８月 14日に行われた秩父音頭まつりコンクールに、米山
奨学生 呉龍昌 君と、坂本カウンセラーの代理で私が参加し
てまいりました。米山奨学生に日本の文化を体験してもら

うということで毎年行われています。当日は晴天のなか、

正午に西武秩父駅前に集合し、全員で食事。その後、金子

千侍パストガバナーの道場で、秩父音頭の踊りの特訓を約

２時間。練習後は、奨学生達はおそろいの浴衣に着替え、

初めて帯を締めた子たちにもかかわらず、特に女性達は浴

衣美人となりました。夕刻準備ができたところで、踊りの

会場へ。第１次審査、第２次審査、そして金子先生の目の

前で踊る中央審査会場へ。最後は本当によくまとまった踊

りができました。その後、宿泊場のゴルフ場のログハウス

に集合し、当日の疲れを癒しました。 
 

〔クラブフォーラム〕  
テーマ「退会防止・会員増強」  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔ニコニコＢＯＸ〕 
渋谷修身 
「今夕の「地区大会・全体会議」出席を宜しくお願しま

す。」 
茂木 聡 
「行ってきました。」 
藤井 仁 
「ニコニコボックスの皆様、大変ご苦労様です。」 
関口礼子 
「久方振りです。」 
 
「茂木 聡会員、秩父音頭祭り参加お疲れ様でした。杉山副
会長･五十嵐会員 8 月 22 日のセミナー参加よろしくお願い
します。」 
田中 克 野村正行 下山正男 橋本恒男 笠原 勝  
杉山淑子 坂本優蔵 内野昭八郎 春山茂之 真下恵司 

戸谷清一 金子 章 岩渕富男  
「初めてのクラブフォーラム楽しく、和気あいあいにしま

しょう。よろしくお願いします。」 
今泉憲治 三宅健吉 狩野輝昭 井河彰久 矢島淳一 
中島高夫 茂木 正 金井澄雄 関根 貢 萩原達夫 
武井包光 中村 孝 
 

〔出席報告〕 

 
次回プログラム 
8月 27日(木) 午後 6時 30分 夜間例会 
埼玉グランドホテル本庄 
来訪者 呉 龍昌 君 
誕生祝・結婚記念日のお祝い 
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