
 

《本日の例会》 
 

第 2570地区第４グループガバナー補佐 
 

ｺ･ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ地区大会実行委員会役員紹介と挨拶 
 

進 行 SＡＡ 野村正行 
点 鐘 午後 12 時 30 分 田中 克 会長 

ソング 奉仕の理想 

童 謡 シャボン玉 

 
〔会長挨拶〕      田中 克 会長 

 
 

皆様こんにちは。本日も例会出席ありがとうご

ざいます。ここ、２～３日マスコミでは衆議院解

散４０日間の闘い、梅雨前線のいたずらによる山

口県での豪雨被害、国内では４６年ぶりの皆既日

食等々にぎやかですが、亡くなられた人には心よ

りお悔やみ申し上げます。 

 さて、本日は暑い中にもかかわらず、大勢の御

客様をお迎えしておりますのでご紹介させて頂き

ます。私達クラブが一番お世話になります。 

① 深谷東ＲＣ所属 第２５７０地区第４グループ  
  ガバナー補佐の武田哲様です。 

② 地区大会を実施するのに一緒に御苦労を頂き

ますコ．ホストクラブの皆様です。 

  児玉ＲＣ会長 倉林敏澄様 幹事 阿部博様  
     上里ＲＣ会長  丸山和也様 幹事 松本寛様 
  本庄南ＲＣ会長 山田勝治様 幹事 小松政敏様 
③ 米山奨学生 呉 龍昌君 

以上８名の御客様です。 

ようこそ、本庄ＲＣの例会にお出かけ頂きまし

て、心より歓迎申し上げます。後ほどスピーチを 

 
頂きたいと思います。 

 本年度、当クラブは加藤ガバナーを輩出してお

りますので、通常クラブの運営の他に地区行事全

般、又、地区大会の主催等がある訳ですが真下恵

司地区幹事を始め、拾数名の地区派遣役員の大変

な努力により、順調のうちに地区年度もスタート

を切り各クラブからも好評を博しており、何より

と喜んでいます。 

 ７月２１日からガバナーの公式訪問も始まり、

当クラブのメンバーが交替でガバナー随行を御願

いしてあるわけですが、昨日上福岡ＲＣに随行さ

れた八木茂幸理事に感想を発表して頂きます。 

 本年度はメンバー全員と地区役員が車の両輪の

如く一体となり、和気あいあいで楽しみながらク

ラブを、そしてガバナーを大いに盛り上げようで

はありませんか。 

皆様の御協力を御願い申し上げて会長挨拶としま

す。 
 

 
〔幹事報告〕     今泉憲治 幹事 
  

 早いもので 7 月も既に 4 回目の例会が慌しやっ
てまいりました。毎日が光陰矢のごとしの感があ

ります。皆様におかれましては暑さに負けずご自

愛くださいますようお願い致します。本日はご多

用の中、武田ガバナー補佐、ようこそお越しくだ

さいました。又、地区大会を成功させるためにご

尽力いただくコ・ホストクラブの皆様ようこそお

越しくださいました。米山奨学生の呉龍昌君よう

こそ。それでは、幹事報告を致します。地区ロー

タリー財団から「学友会ニュース」7 月号が届い
ております。回覧いたしますのでご覧願います。

以上で、幹事報告を終ります。 
    

 

 
〔地区職業奉仕セミナー報告〕 
職業奉仕委員会     横尾 巧 会員 
 

第 2570地区 第 4グループ 
ガバナー補佐 武田 哲 様  
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コ・ホストクラブ地区大会実行委員会委員

の紹介とご挨拶 
地区大会実行委員長 渋谷修身 会員 

児玉ＲＣ会長 倉林敏澄様 幹事 阿部博様  
上里ＲＣ会長  丸山和也様 幹事 松本寛様 
本庄南ＲＣ会長 山田勝治様 幹事 小松政敏様 
 
田中会長ホールインワン達成記念祝賀会世話人 

武井包光 会員 
皆様方の志の￥88,000をニコニコ BOXに投入さ
せていただきます。地域社会奉仕に活用頂けれ

ば幸いです。 
 

〔ニコニコＢＯＸ〕 
武田  哲 様 
「本年度、加藤ガバナーの下、ガバナー補佐を勤めます。

今日はご挨拶に上がりました。1年間、宜しく御願い致し
ます。」 
 
戸谷清一 
「ケーブルテレビは街づくり！本庄市民ニュースが始まり

ました。夜 9時･10時･11時･12時です。宜しく御願いいた
します。」 
 
茂木  聡 
「随行員記入の公式訪問日程表を皆様お持ち帰りくださ

い。」 
 
橋本恒男 
「本日は諸用で欠席させて頂きます。」 
 
関口礼子 
「日食どうでしたか。」 
 
金井直樹 
「7月 30日夜間納涼例会たくさんの出席ありがとうござい
ます。本日と 8月 6日・20日ブレザーの採寸を行っており
ますので、皆様ご協力御願いいたします。」 
 
阪上清之介 
「昨年は大変お世話になりました。今年も順調に勝ち進ん

でいます。第一高校の応援宜しく御願いいたします。」 
 
武井包光 発起人代表 
「田中会長ホールインワンおめでとうございました。」 
田中会長より 
「先日は、大変お世話になりました。」 
 
「武田 哲第 4グループガバナー補佐本日は、ようこそ」 
田中 克 渋谷修身 野村正行 佐藤賀則 
巴 高志 下山正男 坂本優蔵 竹並栄一郎 
武井包光 横尾セツ 倉林敏澄 阿部 博 
今泉憲治 岩渕富男 矢島淳一 八木茂幸 
澁澤健司 岡芹正美 関根 貢 五十嵐敦子 
春山茂之 杉山淑子 中村 孝 
 
 
 

「地区大会実行委員会関係コ・ホストクラブの皆様、よう

こそお越しくださいました。」 
内野昭八郎 横尾 巧 三宅健吉 金沢喜作 
福島文江 渋谷修身 長谷川京子 小松政敏 
山田勝治 岡崎正六 今泉憲治 中島高夫 
春山茂之 井下 典 梅村孝雄 野澤章夫 
笠原 勝 石原輝弥 高柳育行 
 

〔出席報告〕 

 
次回プログラム 
7月 30日(木)PM6:30～夜間例会 
納涼夜間例会 
誕生祝・結婚記念祝い 
新入会者歓迎祝賀会 
 
7月 16日第三例会で卓話をしていただいた、 

竹並栄一郎パスト会長 

 
感動的な卓話をありがとうございました。紙面の都合で写

真の掲載が遅れたことお詫び申し上げます。 
 
三クラブ対抗ゴルフコンペが行われます。会員の皆様ふる

ってご参加下さい。 
内容 

日時  平成 21年 9月 8日（火） 
場所  こだまゴルフクラブ（ＴＥＬ0495－72－5151） 
費用  概算 12500円（キャディ、乗用カート、食事込

み） 
 
８月通常例会における食事会場・メニュー変更のご案内 
 

○食事会場 
埼玉グランドホテル１階カレーフェステイバル会場 

○メニュー 
カレー（バイキング方式５種類のカレー、数種類の具材

をトッピング（飲み物、最後はヨーグルトのデザート、

雰囲気が変わり結構楽しめます。） 
○期 間 
８月 ６日第一例会８月２２日第三例会 
（第二例会はお盆につき休会） 

○カレーフェステイバル会場入口にてＳＡＡがご案内いた

します。 

  
広聴広報委員会  矢島淳一・飯塚明男・岩渕富男・塚越 茂・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

 

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 

 

６８名

 

４名 

 

６４名 

 

５４名 

 

８８％ 


