
 

《本日の例会》 
 
 
  
 
 

進 行 梅村孝雄 ＳＡＡ 

点 鐘 午後 12 時 30 分 岡崎正六 会長 

国 歌 君が代 

ソング 奉仕の理想 

お客様 交換留学生 ポール・Ｃ・キスリング君 

    米山奨学生 干 潔さん 

 

〔会長挨拶〕      岡崎正六 会長 

  
皆様今日は。例年より早い梅雨入りだそうです。

毎日欝とうしい毎日です、体調には充分気をつけ

てお過ごしください。 
本日は、盛りたくさんの式次第がございます。

特に２名入会式、クラブ協議会等もございます。

宜しくお願いたします。本日のお客様の紹介を致

します。交換学生 ポール・C・キスリング君、
米山奨学生 千 潔さんです。後ほど、おこづか

い、奨学金の贈呈式を行います。 
狩野輝昭会員におかれましては先週ご母堂さま

が逝去されました。例会に出席し皆様に御礼を申

し上げるところですが、都合にて例会欠席になり

ました。次週皆様にご挨拶いたしますとの伝言が

ございましたのでお伝え致します。 
今年度も残り少なくなりました、お付き合いよ

ろしくお願い申し上げ挨拶と致します。 
 
 
〔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。 
ポール君、干さん、又本日入会する江積さん、井

河さんようこそいらっしゃいました。心から歓迎

もうしあげます。  
先日は狩野輝昭会員のお母様の葬儀に事務局員

はじめ会員の皆様にはお手伝いいただきましてあ

りがとうございました。次にお知らせです。本日

理事会が 5 時半より当ホテルで行われます。つづ
いて 6 時半より新旧合同理事会が行われます。関
係者の方はよろしくお願い致します。 
本庄市観光協会総会資料、「友」インターネッ

ト速報ＮＯ334,5,6 財務かんとう、the Rotarian, 
などの配布物が届いています。回覧いたしますの

でご覧になってください。 
以上で本日の幹事報告を終わります。ありがと

うございました。 
 

 
 
 
 
 

 
結婚祝い・誕生祝い 
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新入会員入会式 
情報委員会 加藤玄靜 委員長 

 
 本日の例会でお二人の入会式を開催させて頂き
ます。この入会式の目的は、厳粛で意義深いもの

でなければならないし、新しい仲間と奉仕活動を

行うための責務の確認の場でもあるでしょう。 
 今や全国的に会員の減少が著しいが、年度末に

入会式が行われることは当クラブにとって大変名

誉なことであります。 
 先般の理事会で承認され、関係委員会の審議を

頂き、全会員にお知らせした結果一人の異議も出

ませんでした。手続き上は無論のこと、お二人と

も大変ロータリアンとして相応しい方であります

事を重ねて報告致します。 
 尚、こらからの進行は情報委員会の資料に則り

SAAにお願い致しますので、宜しくお願い申し上
げます。 
 今後の予定として、情報委員会主催のオリエン

テーションを６月 13日（金曜日）に行いますので、
関係者の会員は御出席をお願い致します。 
 

  江積栄一 新入会員 

 
みなさん、こんにちは。新入会員の江積栄一で

ございます。 
 私は、生まれも育ちも、そして会社も群馬県高

崎市です。この度、会社の営業所や工場が本庄市

内であることから、本庄ロータリークラブへの入

会をさせて頂きました。会社の業務などは、廃棄

物処理並びにリサイクリング事業を行う、株式会

社ぐんま東庄の専務取締役を創業当時より務めて

おります。お陰様をもちまして、本年６月より、

弊社も創立２０周年目を迎えております。会社も、

成人を迎えるにあたり、私自身もクラブのメンバ

ーとして、諸先輩方とともに社会貢献に少しでも

寄与できればと考えております。趣味は、モータ

ースポーツで、４輪のレースをしております。 
これから、レースと同様にアグレッシブにクラブ

活動をして行きたいと思います。是非とも、諸先

輩方のご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げ

ます。 
 

井河彰久 新入会員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 六月の誕生祝い・結婚祝い 
親睦委員会  中島高夫 委員長 

 
６月の誕生祝い、結婚祝いを発表します。 
 
6月誕生祝い 

 
 五十嵐敦子 会員  三宅健吉 会員 
 町田国彦 会員   狩野輝昭 会員 
 竹並栄一郎 会員   温井一英 会員 
    
6月結婚祝い 

 
 澁澤健司 会員   金井福則 会員 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔地区報告〕 
国際奉仕委員会 戸谷清一 委員長 

 
第３回国際奉仕部門セミナー 
  日時  ５月 24日（土） 
  場所  紫雲閣 
  内容  1.世界社会奉仕委員会報告 
      2.日豪青年相互訪問派遣団員体験
報告：当本庄ロータリークラブ今泉会員のご子息

様の発表もありました。すばらしい発表でした。 
 
交換留学生 ポール・C・キスリング君 

 
 

 
 
 



米山奨学生     于 潔さん 

 
 
〔クラブ協議会〕 
〔会長挨拶〕    岡崎正六 会長 

 
本当に月日の立つのは早いものであっと思う間

に２００７－２００８年度が過ぎ去ろうとしてい

ます。石川ガバナーのテーマ「私たちは家族」を

頂き、私のテーマを「進んで参加し楽しもう」と

させていただきました。矢島幹事始め役員、理事、

会員方々のご支援により、クラブ運営ができたと

思います。また、何かと行き届かぬ点もあったこ

とと察しておりますが一年間お付き合い頂き本当

に有難うございました。 
 
役員、理事会について、 
武井副会長、橋本副会長、役員理事の方々未熟

な会長、幹事をフォローしていただき、本日最終

役員、理事会を開催し 07－０８年度を閉めるこ
とができます。有難うございました。 

 
ＳAA について、 
田中克チーフ指導により、会場のレイアウト、 

お客様の接待、例会進行、童謡唱歌、昼食、夜間

例会等、きめ細かいこころ遣いを頂きました。1
年間ご苦労様でした。 

 
クラブ奉仕委員会、 
八木茂幸委員長をはじめ、各小委員長、年度計

画に沿って実行いただきました。特に毎例会に、

出席、プログラム、広聴広報、ニコニコＢOX，各
委員会の方々には、ほんとうにご苦労様でした。

また、サヨナラパーティー最後のイベントが待っ

ています。親睦委員会の皆さん宜しくお願いを致

します。 
 

職業奉仕委員会、 
五十嵐敦子委員長 初めて女性会員に四大奉仕

委員長（理事）をお願い致しました。会員の事業

所の見学会、４つのテスト励行。 
 
社会奉仕委員会、  
温井一英委員長 地域社会に密着した奉仕活動

の実行、交換学生受け入れ送り出し、毎年恒例の

楽市の協賛、有難うございました。 
 
国際奉仕委員会、 
戸谷清一委員長 財団、米山委員会、目標額の

達成、ＧＳＥ受け入れ、書き損じはがきの回収等、

また、日豪青年相互訪問団に当会員今泉憲治さん 
のご子息（裕君）の派遣、米山奨学生 干 潔さ

ん（中国国籍）受け入れと国際親善に活躍いただ

きました。 
 
ゴルフ部、 
石原修部長 ４クラブ対抗戦、地区大会チャリ

ティゴルフ、前期 2回、後期 2回のコンペ開催、
元気で楽しいゴルフが出来ました。 

 
例会場について、 
埼玉グランドホテル本庄、ウェディングパレス

五州園、両オーナー様を始めとし スタッフの皆

様には大変お世話になりました。お陰様で楽しい

ロータリーライフが出来ました。この場をお借り

しまして御礼申し上げます。 
  
事務局、  
山口京子さん、真下恵美子さん、エレクトーン

演奏者大沢加代子さん、いつも笑顔で対応されま

した。1年間お世話になりました。 
 

特記事項 
 

1・加藤玄静ガバナーノミニーの輩出、真下恵司地
区副幹事、茂木正 ON TO委員長の選任、ご
協力有難う御座いました。 

2・本庄 RC45 周年特別夜間例会が来賓をお迎えし、
盛大に開催する事ができました。実行委員会の

方々ありがとう御座いました。 
3・会員増強が当初の目的達成。 
4・青少年交換学生の受け入れ（ポール・C・キス
リング君）。ホームステイされた会員の皆さん

本当にご苦労様でした。 
5・GＳＥ（研究グループ交換）ケンタッキーより、

5名の方々本庄市内を案内、〔1名のホームス
テイ〕協力を頂きました。 

6・地区セミナー及び地区大会 ＩＭ、地域社会の
会合等に大勢の方進んで参加して頂きました。 

7・悲しい報告です。 他界されました関口雅之会
員、石原輝弥会員（奥様）、高柳育行会員（ご

両親様）、福島修会員（ご母堂様）、狩野輝昭

会員（ご母堂様）、お悔やみ申し上げます。 
    
歴史と伝統ある本庄ロータリークラブ４５代会

長としての任務も、後１ヶ月となりました。矢島



幹事、役員、理事はじめ会員の皆様にささえられ

て参りました。本当に有難う御座いました。 
次々年度は、本庄 RCとして三人目であります
加藤玄静ガバナー輩出クラブでございます。次年

度金子、茂木年度より本格的に活動する年度です。

責任あるクラブとして団結し盛り上げて戴きます

ようお願いを致しまして、会長の御礼の言葉と致

します。 
 
クラブ奉仕委員会 八木茂幸 委員長 

 
 岡崎会長のテーマである「進んで参加し楽しも
う」をクラブ奉仕委員会のテーマとして取り組み

ました。会員数もスタート時を維持し、数年前の

100名体制の時の変わらぬ数の会員が、多くの事
業に参加いただきました事が印象に残ります。担

当された各委員会の皆様に感謝申し上げます。 
 
 
 
出席率 

 
 
 
６月のメニュー 
６月１２日 
洋 食 カレーライス 
６月１９日 
洋食定食 ブイヨンスープ 

チキンのカレー南蛮風煮込み 
サラダ、ライス、カットケーキ 

 
 
 
 

〔ニコニコＢＯＸ〕 
 
岡崎正六 会長 
「本日はクラブ協議会です。よろしくお願いしま

す。」 
 
髙橋福八 会員 
「モンゴルへ植樹に行ってきました。」 
 
飯塚明男 会員 
「岡崎年度も、あと一ヵ月間のみです。よろしく

お願いします。」 
 
藤井 仁 会員 
「ニコニコ委員会のみなさま、ご苦労様です。」 
 
内野昭八郎 会員 
「歯の衛生週間です。歯を大切にして健康に注意

しましょう。」 
 
竹並栄一郎 会員 
「誕生祝有難うございます。」 
 
 
「新入会員の井河さん。江積さん。本庄ロータリ

ークラブへの入会、心より歓迎いたします。」 
 
岡崎正六 矢島淳一 戸谷 丈 武井包光 
坂本雄一 浅香 匡 横尾 巧 今泉憲治 
田中 克 関口礼子 佐藤賀則 茂木 聡 
金子 弘 渋谷修身 橋本恒男 春山茂之 
下山正男 井下 典 石原 修 立石秀寿 
金井直樹 山田喜一 中島高夫 温井一英 
八木茂幸 坂本優蔵 古瀬末雄 梅村孝雄 
巴 高志 高柳育行 野沢章夫 金子 章 
五十嵐敦子 松原幹男 澁澤健司 石原輝弥 
加藤玄静 中村 孝 
 

本日投入金額合計 44､000 
 
 
次回プログラム 
日時：6月 12日（木曜日） 
第二例会 45-46 第 2197回 
交換留学生 折原愛美さん帰国報告 
クラブ協議会 
 
 
 
 

 

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 

 

７５名 

 

８名 

 

６７名 

 

４７名 

 

７１％ 

     

広聴広報委員会  小此木利明・山田喜一・金子 章 
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