
 

《本日の例会》 
 
 
  
 

進 行 ＳＡＡ 田中 克 

点 鐘 午後 6時 30分 岡崎正六 会長 

ソング 奉仕の理想 

 4 つのテスト 

お客様 上里法人会青年部部長・上里ＲＣ幹事 

               丸山和也 様  

交換学生、ポール・Ｃ・キスリング君 

 

〔会長挨拶〕      岡崎正六 会長 

 
皆さん今晩は。５月最終例会です。天候の悪い

中ご出席有難う御座います。先週は移動例会に大

勢の皆さんの参加を頂き楽しい親睦ができました。

親睦委員会の皆さんご苦労様でした。 
本日は、第４回本年度最後のゴルフ大会に、雨

の中参加頂きありがとうございました。巴さん、

シニア部の田中さん共に優勝おめでとうございま

した。来年の取り切り戦頑張って下さい。 
本日のお客様の紹介を致します。本庄法人会青

年部会部会長、上里ＲＣ幹事の、丸山和也様です。

もう一方、交換学生、ポール・Ｃ・キスリング君

です。現在澁澤健司さん宅にホームステイをして

おります。よろしくお願い致します。 
ゴルフの優勝者を祝って楽しんでください。 
 
〔幹事報告〕    矢島淳一 幹事 

 
皆様、こんにちは、幹事報告を申し上げます。 
狩野輝昭会員のご母堂様がご逝去されました。

謹んでお悔やみ申し上げます。会員の皆様にＦＡ

Ｘにて本日お知らせいたしましたが、明日、5 月
30 日 6 時通夜式、5 月 31 日午後 2 時より告別式
となっています。いずれも埼玉セレモニーホール

本庄ですのでよろしくお願い致します。 
次に、本日お見えのお客様丸山幹事の所属する

上里ＲＣ主催でダンスパーティーが開催されます。

6 月 1 日日曜日午後 6 時より、上里町多目的ホー
ルで行われますがチケット 10枚あります。参加希
望の方はお申し込みください。 
以上で本日の幹事報告を終わります。それでは

皆様、この後の夜間例会を多いにたのしみましょ

う。ありがとうございました。 
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〔 卓 話〕 
上里法人会青年部部長・上里ＲＣ幹事 
           丸山和也 様 

 
本日は、本庄法人会青年部会長として、お招き

いただき大変ありがとうございます。私も上里Ｒ

Ｃのメンバーとして今年度は、岡崎会長、矢島幹

事さんを始めとして大勢の方々に親しくお付き合

いをさせて頂いている事に関し、心より感謝申し

上げます。さて今日は、青年部会長として卓話の

機会を頂いたわけですが、何分しらふでは大変口

べたですので、どうなるか心配で原稿を書いてま

いりました。私は５月の連休に、久しぶりに故郷

の越後長岡に行って来た話から入りたいと思いま

す。長岡の旧市街地に宿泊しましたので、新しく

なった山本五十六記念館と河井継之助記念館に寄

って来ました。河井継之助記念館で「知識と行動

は一致すべき」とする陽明学の「知行合一」を知

り、実践が伴わない知識や、信念や確信のない行

動について考えさせられました。継之助は、長岡

藩を中立国として商業立国をもくろんだのだと思

います。また、山本五十六はアメリカの国力を知

っていましたから、太平洋戦争に反対しながらも

その開戦に連合艦隊指令長官として立って出る訳

ですが、この２人には時代背景の悲運を感じます。

またこの事で、２度長岡の街は炎上するわけです。

リーダーとしての無念と行動について考えさせら

れました。 
話は飛んで、先日テレビで松本城の景観につい

て番組で取り上げていましたが、松本城を世界遺

産に登録させたいとの運動がある様です。そのた

めに１００億円？かけて城周辺の整理、整備を行

なう計画でした。前市長が計画した事らしいので

すが、金額が掛かりすぎる批判に対して、金を見

つけてくるのが首長の仕事だと言うような事を言

っていたと思います。（確かでは無いのですが）

私は、前市長は男だなと感じました。まさに、ト

ップが明確なビジョンを示し実現に向けて方策を

練ることこそが大事な事だと思いました。 
中国の地震で学校が崩壊して生徒が生き埋めに

なった惨事は記憶に新しいことですが、耐震強度

不足の学校が上里にも実はあります。上里中学校

は耐震診断のコアがもろくて取れなかったとの話

もあるくらいですが、町は金が無いのでしたくて

もすぐには出来ないと言っていました。地震が待

ってくれるのを祈る心境です。 

実は税収を上げる方法はいくらでもあります。私

は、都市計画税の徴収も考えるべきだと思います

し、サービスエリアに上水を利用させれば水道収

入が大幅に上がると議員さんに話していますが、

議会で取り上げる気持ちがあるのか不思議です。

上里町の簡易水道は夏場の渇水時でもかれる事が

無く、良質の地下水でしたが県水の導入によりす

べての簡水組合が廃止されました。日本道路公団

が民営化された今、町内でこうした状態を異状と

考えるトップが出る事を望んでやみません。大変

雑ぱくな話になってしまいましたがこれにて終わ

りといたします。                        
 
〔 謝 辞〕 

髙橋福八パストガバナー 

 
本日は、卓話ありがとうございました。 
 

〔 乾 杯〕 
渋谷修身直前会長 

 
 

第 4回本庄ロータリークラブゴルフコンペ 

 
５／２９ 美里ロイヤルゴルフクラブ  
 



優勝 巴 高志 会員 

 
OUT 44 IN 41 GROSS 85 HDCP 20.0 
NET 65.0 
 

準優勝 坂本雄一 会員 

 
OUT 41 IN 45 GROSS 86 HDCP 20.0 
NET 66.0 

 
シニア優勝 田中 克 会長 

  
OUT 46 IN 43 GROSS 89 HDCP 20.0 
NET 69.0 

 
 
 

〔ニコニコＢＯＸ〕 
 巴 高志 会員 
「コンペで優勝させていただきました。」 
 
 坂本雄一 会員 
「本日のゴルフコンペで準優勝させて頂きました。

ありがとうございます。」 
 
 渋谷修身 会員 
「本日のゴルフコンペで「ワーストグロス」賞と

なりました。」 
 
髙橋福八 会員 
「今日はゴルフ欠席して申し訳ありませんでし

た。」 
 
「上里法人会青年部部長・上里 RC 幹事の丸山和也

様。本日の卓話よろしくお願いします。」 
 
岡崎正六 矢島淳一 坂本優蔵 武井包光 
関口礼子 田中 克 今泉憲治 内野昭八郎 
茂木 聡 五十嵐敦子 丸山和也 下山正男 
中島高夫 杉山淑子 橋本恒男 澁澤健司 
温井一英 南 正 野村正行 梅村孝雄  
中村 孝 
 

本日投入金額合計 28､000 
 
次回プログラム 
第一例会 45-45 第 2196回 
・新入会員入会式 
・交換留学生おこづかい 
・ホストファミリー生活費助成金贈呈式 
・米山奨学生へ奨学金贈呈式 
・6月誕生祝い・結婚祝い 
クラブ協議会 会長 副会長 四大奉仕委員長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
広聴広報委員会  小此木利明・山田喜一・金子 章 
 

■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 


