
 

《本日の例会》 
 

拡 大 増 強 月 間 
山口茂地区増強委員長卓話 

 

進 行 ＳＡＡ  

点 鐘 午後 12 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、こんにちは。お暑い中、多数の皆様の御出席御苦

労様です。先週は始めての試みの納涼祭夜間例会に、奥様

同伴にて多数御参加頂き、誕生・結婚祝、さらに、3 人の
新入会員の歓迎会が盛会のうちに執り行うことが出来まし

た。本当にありがとう御座いました。 

最初に、本日の御客様を御紹介申し上げます。  

① 毎日公式訪問と各部門セミナーで御活躍中の加藤ガバ

ナーが時間調整をして頂き、御出席頂きました。 

② 熊谷南ＲＣ地区会員増強委員長の山口茂様です。暑い

中ですが、当クラブの卓話要請に快く応じて頂き、 

本日お越し頂きましてありがとう御座います。クラブ

をあげて歓迎いたします。後ほど卓話をよろしく御願

いします。さて、今月は皆様御承知の通り、増強拡大

月間です。私はガバナー輩出クラブとして本年度は２

５７０地区の模範クラブとなれるように、地区行事へ

の積極的参加は勿論の事として、退会防止・会員増強

に全力投球で取り組み、今期に入り３人の増強が出来

ました。本日の山口増強委員長の卓話でのお話を参考

にして、皆様の御協力を頂き今月中にもう 2 名の仲間
を増やし、会員 70 名の大台に乗せたいと思っていま
す。 

＜理事会報告＞ 
① 入会歴 20年以上の会員の集い 8月 20日例会後 
② 「退会防止・会員増強」のテーマでクラブフォーラム

を 8月 20日実施。（定例会の中で） 
③ 例会終了後のコーヒーサロンの集い。  
     時間のある人はホテル１階、ミーティング コミニケ
ーションを深めるため。 

④ 地区大会実行委員会の開催 8月 20日 6時 30分 
  後日、文書にて御案内いたします。 
⑤ 福島修会員から出席免除会員の申請が承認されました。

以上にて、会長挨拶、報告と致します。 
 
〔幹事報告〕        今泉憲治 幹事 
みなさんこんにちは、山口茂地区増強委員長様本日はご多

用の中当クラブにようこそお越しくださいましてありがと

うございます。又、先日はメーキャップさせていただきあ

りがとうございました。本日はよろしくお願い申し上げま

す。それでは幹事報告を致します。 
① 草津町長と草津町議会議長及び草津ロータリークラブ

連名で「草津温泉に是非お出かけください」との葉書

が届いております。 
② 地区より、「第１回 地区ロータリー財団セミナー開

催」のご案内が届いております。 
③ 埼玉県立本庄北高等学校より「平成２１年度高校生社

会体験活動実施要項」とそれに関連する資料が届いて

おります。 
④ 最後に幹事からのお詫びと訂正をさせていただきます。 
（１） 年度計画書１５ページ記載のガバナー事務所住所

に誤りがございました。 
本日貼付シールをセンターテーブルに準備しまし

たのでお持ち帰りください。 
（２） 同じく年度計画書２６ページの役員・理事及び委

員会構成表で、「米山記念奨学部門委員会」の委

員の欄で「茂木 聡」会員の名前が漏れておりま

した。 
申し訳ございませんが金子 章会員の後ろに追加して訂

正させていただきますがご了承願います。 
 
〔前年度決算報告並びに監査報告〕 

直前会長  高柳 育行会員 
前年度会計 春山 茂之会員 

 前年度幹事 矢島 淳一会員 
 
〔ガバナー挨拶〕     加藤 玄靜ガバナー 
 

〔春山会員よりお礼の挨拶〕  春山 茂之会員 
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〔セミナー報告〕 広報委員長 矢島 淳一会員 
7月 25日開催のクラブ奉仕部門セミナー報告 

 
〔委員会報告〕 
クラブ活性化部門 石原 修委員長 
①  納涼夜間例会のお礼 

② 制服採寸日程（８月６日、８月２０日）のお願い 

③ 会員増強リスト用紙、全員に配布しました。８月２０日 
の例会（クラブフォーラム）のときに全員提出 

 
〔地区報告〕 
渋谷 修身 地区大会実行委員長 
地区大会実行委員会８月２０日実施                 
 
坂本 雄一会員  
ガバナー公式訪問随行報告 
 
〔卓 話〕  
国際ロータリー第 2570地区クラブ奉仕部門 

地区会員増強委員長 山口 茂 様 

 
プロフィール  
熊谷南ロータリークラブ会員 
1997年入会 2006~2007年度会長 
2007~2009年の 2年間 地区会員増強委員 
本年度 会員増強委員長 
職業分類 ： 写真機材販売 
 
地区の各クラブとも会員の退会防止、増強には苦慮してい

るが、前向きにかんがえることが大切とのお話をいただき

ました。会員ひとりひとりが増強の意識を持つこと、パス

ト会長の経験、知識を活かすことの重要性。又、入会 3ヶ
月位はロータリーを理解しないでやめてしまう危険な時で

あるので、よく相談にのってあげたりして親睦を深めるこ

とが大切なことなどを指摘されていました。積極的に地区

の役員をやること、常に新しい会員を入れる努力をし、ク

ラブの活性化を図ることも力説され最後に、行、財政改革

で名高い米沢藩主「上杉鷹山」の名言『なせばなる、なさ

ねばならぬ、なにごとも、ならぬは人のなさぬなりけり』

で締めくくりました。山口様、本日はお忙しいところお越

しいただきまして有意義な卓話をありがとうございました。    
 

〔ニコニコＢＯＸ〕 
山口 茂 地区会員増強委員長 
「本日は、よろしくお手柔らかにお願い致します。」 
加藤玄靜ガバナー 
「会員の皆様には、大変お世話になります。公式訪問も順

調に進んでいます。」「地区会員増強委員長山口さんの御

指導、宜しくお願い致します。」 
今泉憲治 
「山口様、本日はよろしくお願いします。」 
茂木 聡 
「本日、昨年度の決算報告をさせていただきます。宜しく

御願い致します。」 
春山茂之 
「此の度、妻の葬儀の際には、大変お世話になりまし

た。」 
梅村孝雄 
「余りにも早い、悲しい訃報でしたが、究極の奉仕活動を

果たし、天国へ旅立たれた「春山璋子様」の御霊安かれと

お祈りいたします。ご家族の決断に敬意を表します。」 
澁澤健司 
「本日は、倫理法人会 10周年記念式典です。日ごろロータ
リークラブの皆様に大変お世話になっています。今後とも

よろしくお願いいたします。」 
飯塚明男 
「先週の納涼祭の時には家内共々お世話になりました。こ

れからもよろしくお願いします。」 
藤井 仁 
「ニコニコ委員会の皆様、大変ご苦労様です。」 
 
「地区増強委員長・山口茂様、ようこそいらっしゃいまし

た。本日は卓話をよろしく御願い致します。」 
福島文江 田中 克 岡芹正美 渋谷修身  
長谷川京子 高柳育行 野澤章夫 矢島淳一 
下山正男 金井直樹 巴 高志 八木茂幸 
中島高夫 佐藤賀則 茂木 正 石原 修 
内野昭八郎 真下恵司 橋本恒男 戸谷清一 
杉山淑子 笠原 勝 松原幹男 五十嵐敦子 
金子 章 横尾 巧 浅香 匡 坂本優蔵 
坂本雄一 狩野輝昭 金沢喜作 須永秀和 
武井包光 岡崎正六 竹並栄一郎 
 

〔出席報告〕 

 
次回プログラム 
8月 13日(木) 休会 
8月 20日(木) 午後 12時 30分 埼玉グランドホテル 
昼食はカレーバイキング 1階ブローニュ 
例会プログラム クラブフォーラム 
 

  
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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