
 

《本日の例会》 
 
 
  
 
 

進 行 今泉憲治 ＳＡＡサブ 

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 

 

〔会長挨拶〕      岡崎正六 会長 

  
今日は。創立４５周年記念例会には大勢のご出

席を頂き盛大にとり行うことができましたこと、

有難くお礼申し上げます。今月は雑誌月間です。

年間多額の会費を納めておりますし、ロータリー

の友を読む事も義務とされています。無駄のない

よう活用してください。 
桜も満開、春到来ですが雪の便りもあり、寒暖

の差が激しいようです。体調を崩さないよう気を

つけて下さい。 
今週から来週にかけGSE（研究グループ交換）の受

け入れ、ウェルカムパーティー、企業訪問等と予定され

ております。ご協力宜しくお願い致します。 
 
 
 

本日のお客様の紹介、２５７０地区国際親善委

員会副委員長、茂木正さんです。後ほど卓話をお

願い致します。もうひと方、交換学生ポール・

C・キスリング君です。３月 29日からホームステ
イ先が（折原さんから岡崎）変わりました。よろ

しくお願い致します。 
 

理事会報告 
 

１、地区大会の件 ４月２０日全員登録、参加者

把握、バス予約済み 
２、春の移動例会の件 各会員に予定表、会費参

加申し込み等 FAX依頼（親睦委員会） 
３、こだま青年会議所４０周年記念ゴルフコンペ

参加依頼（ゴルフ部対応） 
４、退会者の件 井河久昇会員６月３０日をもっ

て退会届提出、承認 
５、ロータリーの森（秩父 RC）５月１０日奉仕活
動参加のお願い、各クラブ 2名以上の登録依
頼（社会奉仕委員会依頼） 

６、創立 45周年記念特別例会報告 実行委員会の
皆様ご苦労様でした（武井包光実行委員長） 

 
〔幹事報告〕    矢島淳一 幹事 

 
ＧＳＥメンバーが 4 月 7 日におみえになります。
関係者並びに、会員の皆様方には大変ご協力頂き

感謝いたします。又、当日はよろしくおねがいい

たします。 
地区大会に各クラブの事業発表のパネル展示を
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ロータリーは分かちあいの心 
 



行います。当クラブからも幾つか用意いたしまし

た。なかでもポールの描いた作品はすばらしくあ

らかじめ皆さんに観ていただこうと思い回覧いた

します。「友」インターネット速報、国際交流協

会会報、学友会ニュース、rotarian などと一緒に
ご覧になってください。なお 4 月 17 日は 4 月 20
日の地区大会の振り替え休会となりますのでお知

らせいたします。 
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。 
 
 四月の誕生祝い・結婚祝い 
親睦委員会  中島高夫 委員長 

 
４月誕生祝い 

 
 
須永秀和 会員  中島高夫 会員 
関根 貢 会員  坂本雄一 会員    
 
４月結婚祝い 

 
 
真下恵司 会員  浅香 匡 会員 
立石秀寿 会員  金子 弘 会員 
三宅健吉 会員  横尾セツ 会員 
山本道彦 会員  佐藤賀則 会員 
中島高夫 会員  福島 修 会員 

交換留学生 ポール・C・キスリング君 

 

 
〔地区報告〕 
社会奉仕部門セミナー報告 
社会奉仕委員会  温井一英 委員長 

 
社会奉仕部門セミナーに参加させて頂きました。

3月 22日（土）に橋本副会長といっしょに出席を
して、さきたま古墳群の見学をしてからセミナー

が始まりました。 
 上田知事の「さきたま古墳群は世界遺産に匹敵

する。」という発言から始まった世界遺産運動で

すが、石川ガバナーも応援して下さいということ

で、本庄ロータリーも世界遺産サポーターの会に

入会することが決まりました。 
 アイバンクの登録は本庄ロータリーがダントツ

で多いです。 
 ブライダル委員会の登録は 90名ほどいます。男
子 30名、女子 60名ということになっています。 



〔委員会報告〕 
45周年記念実行委員会よりお礼と報告 

武井包光 実行委員長 

 
皆様のおかげを持ちまして、盛大に記念式典がで

きました。ありがとうございました。 
 
地区大会記念ゴルフコンペ 

ゴルフ部 澁澤健司 会員 

 
去る 3月 27日武蔵カントリー豊岡コースにて、
石原修・萩原達夫・巴高志・澁澤健司の 4名で参
加致しました。当日は素晴らしいゴルフ日よりで

楽しくプレーをさせて頂きました。スコアはいつ

もの通りでした。ありがとうございました。 
 
「ロータリー情報委員会」のご案内 

情報委員会 加藤玄靜 委員長 

 
月 日  平成 20年 4月 17日（木） 
     集合 午後 6時 30分（軽食を致します） 
     研修 午後７時～９時 
会 場  「埼玉グランドホテル３階」 
会 費  ２,０００円（当日いただきます） 

移動例会のお知らせ 
親睦委員会  中島高夫 委員長 

日 時 平成 20年 5月 22日（木）点鐘 PM12：30 
集合場所 本庄文化会館（駐車場） 
集合時間 午前 8時 45分 
目的地 新宿散策及びルミネ THEよしもと 
会 費 一人 ￥15,000 
 
雑誌記録委員会 町田国彦 会員 

 
ロータリーの友 4月号より 08.4.3 「夢への挑
戦・私の野球人生」右開き 2P 野球を少しでも好
きな人は鮮明に記憶されていると思いますが、第

51 回高校野球決勝戦を松商井上投手と投げ合った、
三沢高校太田幸司現野球解説者の「栄光と苦難の

人生」についての講演の要旨を決勝戦の様子を思

い出しながら読んで下さい。 
 「江戸しぐさに学ぶ」右開き 20P いろいろな
雑誌で見かける江戸時代の常に人を思いやるため

のちょっとした「仕草」の話、傘かしげ、肩引き、

こぶし腰浮かせについての心温まる話です。 
 
〔卓 話〕 里親制度について 
地区国際親善委員会 

茂木 正 副委員長 

 
ロータリークラブ２５７０地区皆様の浄財のお

かげにて昨年度はネパールに３校の学校を設立す

る事ができました。改めてお礼を申し上げます。 
 皆様がご存知のように開発途上の国においては、

まだまだ明日の食べ物にも事欠く状態です。ネパ

ールにおいても皆様方の支援で学校が増えつつあ

ります。しかしながらそれだけではまだ足りませ

ん。家庭の平均所得が低い事で学校に通わせる事

ができないのです。 



 私たちの組織である埼玉ユネスコ協会は学校建

設支援と同時に里親を募っています。一年間８，

６００円の支援で、一人の子供が学校に通えます。 
ネパールや開発途上の国々に支援をする事が永い

目で見て、日本のためになると言う事を私は信じ

ています。 支援をした子供たちが、また地域が

人々が近い将来必ず日本に貢献していただける日

が来ると思っています。 
  
私たちロータリークラブの奉仕と活動は、市や

地域に留まらず、世界的な視野と理解に基づいて

いるはずです。皆様方の大きな温かい心でご理解

を頂きこうした支援を一層広めて世界に目を向け、

ロータリーの活動に貢献していきたいと願って 
います。その一環として里親へのお願いをさせて

いただきます、どうか皆様方の温かいご理解と 
ご支援をお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出席率 

 
〔ニコニコＢＯＸ〕 
 
 渋谷修身 会員 
「飯塚会員、息子さんの東大合格おめでとうござ

います。」 
 
飯塚明男 会員 
「今日、会社（事業）検診がありますので早退さ

せてもらいます。」 
 
加藤玄靜 会員 
「創立４５周年記念例会、実行委員会の皆様ご苦

労さまでした。」 
 
「地区国際親善委員会副委員長の茂木 正さん、

里親制度についての卓話よろしくおねがいしま

す。」 
 
岡崎正六 矢島淳一 坂本雄一 浅香 匡 
金井福則 坂本優蔵 今泉憲治 藤井 仁 
町田国彦 横尾セツ 橋本恒男 金子 弘 
田中 克 温井一英 茂木 正 関口礼子 
澁澤健司 中島高夫 戸谷清一 竹並栄一郎 
八木茂幸 五十嵐敦子 武井包光 春山茂之 
松原幹男 梅村孝雄 立石秀寿 小此木昭二 
茂木 聡 岡芹正美 中村 孝 
 

本日投入金額合計 34､000 
 
 
次回プログラム 
日時：4月 10日（木曜日） 
第二例会 45-36 第 2188回 
「卓話」雑誌月間にちなんで 
第 2570地区ロータリーの友地区委員 斉藤金作様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
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 
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