
 
《本日の例会》 

 
会員卓話 

  
進 行 ＳＡＡ 井下 典 
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 こいのぼり  
 

〔会長挨拶〕         田中 克 会長  

 
 

 皆様、こんにちは。本日も例会出席御苦労様です。内

野昭八郎会員におかれましては、春の叙勲で旭日雙光章

の受賞、誠におめでとうございます。心より御祝い申し

上げます。 

 さて、田中年度もいよいよ幕引きを迎える時期となり

ました。残された諸行事を報告させて頂きます。 
 

①ネパール学校建設準備委員会が５月６日に発足しまし

た。茂木正委員長に報告頂きます。 

②ロータリーの森の清掃奉仕活動 ５月１５日 秩父。 

 加藤ガバナー・田中・今泉・戸谷・中島・高柳・狩野  

 矢島・茂木・金子・笠原・渋沢 

③みんなで森をつくる集い「本庄総合公園」田中・岡芹 

④クラブ活性化部門委員会・情報集会      ５月２０日 
⑤執行部会  ５月２４日 美喜寿司 

⑥新旧合同理事会 6月 1日 6：30グランドホテル本庄 
⑦第四グループ会長・幹事会 ６月１２日  深谷 
⑧モントリオール国際大会参加 6月 17～23日 23名 
⑨サヨナラパーティー ６月２８日 ウエディングパレス 五州園 
 

 
田中年度は元気よく和気あいあいで最後迄頑張りますの

で、皆様の御協力を宜しく御願い致します。 
  
〔幹事報告〕        今泉憲治 幹事 

 
 
みなさんこんにちは 幹事報告をいたします。 
① 5 月 15 日開催予定の「ロータリーの森」奉仕活
動についてですが、当日午前 8 時本庄商工会議
所駐車場集合･出発です。参加予定者には個別に

ご案内をいたしましたが、遅れることがないよ

うにお願いいたします。 
② 6 月 12 日（土曜日）今年度最後の会長・幹事会
が開催されます。 

③ ガバナー事務所より「平成 22 年度高校生社会体
験活動への協力のお願い」が届いております。 

④ 昨日上里ＲＣにメーキャップした折に上里ロー

タリークラブ主催の「ダンスフェスティバル」

の案内をいただきました。6月 6日（日）上里町
多目的ホールにて午後 6 時から 会費 600 円、
景品多数だそうです。ぜひ参加してください。 

⑤ 地区大会の会場周辺のスナップ写真を岩淵会員

が写してくれました。そのときの写真をアルバ

ムにまとめてくれましたのでご覧ください。 
岩淵さんありがとうございました。 

    ⑦ エレベーター正面の写真は地区大会のときに展示
したものですが、当日はごらんになれなかった

方もあったかと思いますので展示いたします。 
幹事報告は以上です。 
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〔委員会報告〕 
ネパール学校建設委員会   茂木 正 委員長 
 

高校生社会体験活動委員会 五十嵐淳子 委員長 
 

ゴルフ部           矢島淳一 部長 
 

地域活性化委員会      野沢章夫 委員長 
 

卓 話   
2009～2010年度 副会長 杉山淑子 会員 

 
 
皆様こんにちは。本日は私と仕事の事をお話してみたいと

思います。 
私は昭和５３年に住友生命に入社致しました。そのキッカ

ケとなったのは、主人の母の「結婚したのだから保険に入っ

ておかなければ駄目よ」という言葉でした。 
その時加入した保険が縁で、５年後に見直しをさせて頂き、

お仕事に誘われて入社致しました。私が２９才、子供の４才

と２才の頃でした。住友生命に入社致しまして、１人は万人

の為に、万人は１人の為にと言う相互扶助の精神、そして悲

しみと共に貧しさが来ない様に、何が有っても残された人々

が自分の夢をあきらめる事なく人生を全う出来ます様にと言

う教え。私はそれを教わった時にとても感動しました。でも、

３２年も前の話ですから、保険の営業をしている私達に世間

は厳しかったのです。当時の私のあだ名は“泣き虫淑子”で

した。毎日の新規開拓・既契約者様への定期訪問と、どうし

てあんなに一生懸命出来たのか、自分でも不思議な位頑張り

ました。入社して５年目に自分で営業所を持つ事になり、最

初の１年間は人並みに行ったのですが、その後結婚・出産等

で、半数以上の方が退社してしまい、今にも無くなりそうな

営業所になってしまいました。そこから、人材の育成に命が

けで取り組み、気が付いたら沢山の子供に囲まれたお母さん

に成っていました。毎日の忙しい仕事の日々の中で、沢山の

素晴らしい方々との出会いに、いつもいつも感謝感謝の思い

でした。そして、平成１１年に本庄ロ－タリ－クラブに入会

させて頂いて、今は本当に感謝しております。私のモット－

“清く楽しく美しく”これからも、こんな私ですが、どうぞ

ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。 

〔ニコニコ BOX〕 
 
大舘清次パストガバナー令夫人 
「酒井大岳先生の本をありがとうございました。」 
 
加藤玄靜 
「創立記念を祝す。」 
 
渋谷修身 
「春山先生と私で、地区大会のコ・ホスト３クラブの例会に

出席して、お礼の挨拶をしてまいりました。」 
 
真下恵司 
「早退します。」 
 
今泉憲治 
「残りわずかとなりました。これも皆さんのお陰です。さよ

なら例会まで頑張ります。最後までご支援お願いします。」 
 
戸谷清一 
「ケーブルテレビは街づくり ６月１４日（月）に株主総会

を開催します。ご出席のほど付してお願い申し上げます。」 
 
長谷川京子 
「いつも女性会員の中心になって盛り上げてくれる副会長杉

山さん、今日の卓話楽しみにしてまーす。」 
 
関口礼子 
「連休の間でも世界中で問題がございました。」 
 
「杉山淑子副会長卓話宜しくお願い致します。」 
田中 克 澁澤健司 武井包光 竹並栄一郎 橋本恒男 
中島高夫 温井一英 茂木 聡 岡崎正六 狩野輝昭 
笠原 勝 福島文江 下山正男 佐藤賀則 藤井 仁 
五十嵐敦子 岩渕富男 茂木 正 野澤章夫 梅村孝雄 
横尾セツ 井下 典 高柳育行 戸谷清一 坂本優蔵 
三宅健吉 杉山淑子 矢島淳一 巴 高志 横尾 巧 
  
〔出席報告〕 
 
 
 
 
 
 
プログラム 
第 3例会 
5月 20日(木) 午後 12時 30分  
会員卓話：未定 
会場：埼玉グランドホテル本庄 
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〒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 

 

６９名

 

５名 

 

６４名 

 

４２名

 

８１.２％ 


