
 

《本日の例会》 
 

会 長 方 針 発 表 
 
 

進 行 三宅健吉ＳＡＡチーフ  

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 

 
 

会員の皆様こんにちは。本日から２００９～１

０年度の本庄ロータリークラブの幕開けの例会が

始まるわけですが、会員の皆様の協力により出席

率１００％で盛会のうちに例会が開催できる事を

誠に有難く思い、厚く御礼申し上げます。また、

女性メンバーには正装で出席し、例会に花を添え

て頂き重ねて御礼申し上げます。 

 本年度、本庄ロータリークラブから三人目のガ

バナーが誕生するという、大変意義のある記念す

べき年度に歴史と伝統のある本庄ロータリークラ

ブの第４７代の会長に指名を頂いた事は、身に余

る光栄に思うと同時にその職責の重大さに身の引

き締まる思いです。もとより、会長の器ではあり

ませんが、引き受けたからには、この１年間全身

全霊を傾け職務の遂行に邁進する覚悟です。会員

皆様のご指導とご支援をよろしくお願い申し上げ

ます。 

 ＲＩのジョン・ケニー氏は本年度のテーマを「ロ

ータリーの未来はあなたの手の中に」加藤ガバナーは

「今を大事に」と掲げました。私は上記を実現すべ

く「和気あいあい楽しみながら行動」をクラブ運動方

針と致しました。当クラブの皆様方の協力を頂

き、第２５７０地区５４クラブの模範クラブにな

るよう頑張り加藤ガバナーを側面支援しようでは

ありませんか。 

 和気あいあいとは会長、幹事といったごく少人

数ではなく、６５名の全メンバーが一致結束し、

心を一つにし前向きに行動するムードを作る事が

大切です。それには、情報集会を例年の２倍くら

いに開催しコミュニケーションをとり、人間関係

を強固のものにする。特に入会三年未満の会員に

は気配りをし、発言の機会を多く与え、お互いの

認識の度合いを深める事で、例会への出席率の向

上につなげる。退会者の半数が３年未満の出席率

の悪い人に集中している現状も和気あいあいで打

破したいと思います。情報集会を多く開催して、

和気あいあいで出席率向上、退会者防止、新入会

者増強１０名にチャレンジして以前のように地区

内でもベスト３のメンバーの仲間入りをしようで

はありませんか。皆様が和気あいあいで一致協力

すれば充分可能です。至らない会長ではあります

が、この一年間皆方の御支援御協力を頂きまして

無事勤められますようお願いいたします。尚詳細

につきましてはクラブ協議会にて報告させて頂き

ます。 

理事会報告 

① 新入会員３名 笠原 勝様 金澤喜作様  坂上 
清之助様、入会手続きはすべて終了し、入会

式は７月９日に実施 
②地区幹事より文書にて、ガバナー公式訪問時の

当クラブ会員の随行依頼があり理事会で受諾す

る。 

③加藤ガバナーより昨日、本日ガバナー会議と重

なり欠席。 

 次週７月９日は出席して、挨拶をする。 
 

以上にて会長挨拶と報告にします。 
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〔幹事報告〕     今泉憲治 幹事 

 
みなさんこんにちは 
児玉ロータリークラブパスト会長の安部 貴様, 
ようこそお越しくださいました。 
本日は地区幹事はじめ多数の地区役員・委員の方

にはメインテーブルに座っていただいております

が、皆様一年間ご苦労様です。私たちも一生懸命

応援させていただきます。 
又、今日は本庄ケーブルテレビの取材を受けてお

りますが、今夜９時、１０時１１時の市民ニュー

ス番組で放映されるそうです。 
 

それでは最初に幹事としてのご挨拶をさせていた

だきます。 
本日より来年 6月末まで田中会長の下、幹事を務
めさせていただきます今泉でございます。 
「和気あいあい、楽しみながら明るく盛り上げよ

う」を胸に、微力ながら精一杯努力させていただ

く所存でございますので、会員各位と事務局の真

下さんにもご指導ご鞭撻のほどを、まずはじめに

お願い申し上げるものでございます。 
 

さて、 
私事ではございますが、振り返りますと入会を固

く辞退していたときに「地域の経済人の皆様から

世間を勉強させてもらいなさい」と家内から言わ

れて、皆様のお仲間にさせていただいたことが昨

日のようであります。高柳・茂木年度で勉強をさ

せていただき、また年度前の理事会や情報集会を

経験させていただく中で、ただただ自分の未熟さ

を痛感しながら本日を迎えました。 
 

これまでも、これからも、いたらないことが沢山

ございますが、皆様のご協力を戴きまして田中会

長の黒子になれるように精進させていただきます

のでご指導・ご鞭撻を賜りますことを重ねてお願

い申し上げまして、幹事報告に入らせていただき

ます。 
 

① クラブ運営にとりまして一番大切な報告か
らさせていただきます。 
上半期の年会費の納入のお願いです。 
口座引き落としの方は 7月 16日（木）に振
り替えさせていただきますので、恐縮では

ございますが通帳残高のご確認をお願いい

たします。残高不足になりますと手数料が

210円発生するそうなのでご了承願います。 

また、直接事務局にお持ちいただいておら

れる方々にはできる限り早いうちに納入し

ていただけますようお願い申し上げます。 
 

② メインテーブルにガバナー月信第一号と年
度計画書が届いております。 
一部ずつお持ち帰り下さい。特に、今年は

高柳前会長が地区の月信担当ということで

休むまもなくご苦労されて発行しているも

のです。従いましていつの年になく身近な

ガバナー月信ということでよくお読みいた

だきたいと存じます。 
  

③ 申し遅れましたが入り口に掲示してありま
す着座表は茂木前幹事に、また出欠を記入

していただく表は山田会員のご協力で作成

していただいております。お二方には幹事

として高いところからではございますが心

よりお礼を申し上げます。 
 

④ 本庄ライオンズクラブの役員変更に伴う挨
拶状が届いております。 

 

⑤ 本庄ボランティアグループ連絡会 ７月例
会開催のお知らせが届いております。 

 

⑥ 社団法人温故学会より広告掲載のお礼状が
届いております。 

 

⑦ 日豪青年相互訪問派遣団員報告書が届いて
おります。 

 

⑧ ロータリー財団より「学友会だより」が届
いております。 

 

以上、回覧させていただきます。 
これで幹事報告を終りますが一年間よろしくお

願い致します。 
 
〔会長･幹事バッチ交換〕 

 
〔来訪者〕児玉ロータリークラブ  

パスト会長 阿部 貴 様 

 
 
 
 



〔地区派遣役員・委員紹介〕 
佐藤賀則 地区副幹事 

 
真下恵司 地区幹事 

 
〔地区役員挨拶〕  
地区諮問委員 髙橋福八パストガバナー 

 
地区国際奉仕部門  茂木 正 委員長  

 
 
〔7月誕生祝い・結婚祝い〕  

金井直樹 委員長 
7/1 金井澄雄会員 7/9 矢島淳一会員 
7/12  橋本恒男会員 7/21  杉山淑子会員 
7/23  中村 孝会員 7/25  山本道彦会員  
〔会員結婚祝い〕 
7/8 飯塚明男会員 
 
地区活性化委員会       澁澤健司 
 
 
 

〔ニコニコＢＯＸ〕 
田中 克 
「今年度、会長職を努めさせていただきます。皆

様のご支援、ご協力を願いします。」 
今泉憲治 
「みなさま、一年間よろしくお願いいたします。

高柳前会長、茂木前幹事おつかれさまでした。」 
渋谷修身 
「今年度、情報研修委員長として一年間よろしく

お願いします。」 
髙橋福八 
「去る 6月 28日、私の叙勲祝いに大勢のロータリ
アンの皆様にお越しいいただき心からお礼申し上

げます。」 
飯塚明男 
「結婚丸 20年を迎えられました。これからもよろ
しくお願いします。」 
梅村孝雄 
「古希のお祝い、有難く頂戴きました。先が見え

てきましたが、元気に毎日を過ごしたいもので

す。」 
関口礼子 
「7 月がやってきました。皆様よろしくお願いし
ます。」 
 
「田中会長、今泉幹事ご苦労様です。一年間お願

い致します。」 
矢島淳一 狩野輝昭 石原 修 巴 高志 
三宅健吉 金井直樹 井下 典 野村正行 
武井包光 長谷川京子 福島文江 下山正男 
五十嵐敦子 茂木 聡 春山茂之 金井福則 
松原幹男 金井澄雄 坂本雄一 竹並栄一郎 
坂本優蔵 戸谷清一 佐藤賀則 内野昭八郎 
須永秀和 杉山淑子 温井一英 真下恵司 
茂木 正 中島高夫 八木茂幸 高柳育行 
関根 貢 髙橋福八 岡芹正美 野澤章夫 
中村 孝 橋本恒男 横尾 巧 澁澤健司 
山本道彦 金子 章 萩原達夫 岡崎正六 
黒岩三雄 塚越 茂 横尾セツ 藤井 仁 
阿部 貴 井河彰久 石原輝弥 
 
〔出席報告〕 

 
次回プログラム 
7月 9日(木)PM12:30～第 2例会 
加藤ガバナー訪問 新入会式(3名) 
第 2回クラブ協議会（SAA及び各部門委員長） 
 
 
 
 
 

 

会員数

出席免除

会員数 

出席義務

会員数 

出 席 

会員数 

 

出 席 率 

 

６５名

 

４名 

 

６１名 

 

６１名 

 

１００％ 



〔クラブ協議会〕 
田中 克 会長  

 
             武井包光 副会長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 杉山淑子 副会長 

 
三宅健吉 SAAチーフ 
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