
 

《本日の例会》 
 
 
 
 
 
 

進 行 田中 克 ＳＡＡ 

点 鐘 午後 12 時 30 分 岡崎正六 会長 

ソング 我等の生業 

    賛美歌：きよしこの夜 

 

〔会長挨拶〕      岡崎正六 会長 

 
 
皆さん今日は。師走のお忙しいところ出席有難う

ございます。 
１２月７日本庄商工会議所６０周年記念ゴルフ

大会（１３５名参加）において石原修さんが優勝

されおめでとうございました。 
 １２月は家族月間です。２０日は家族同伴のク

リスマス例会です親睦委員会の皆さん趣向を凝ら

してお待ちしております。ぜひ参加し楽しんで頂

きたいと思います。  
１２月６日第４グループの第３回会長幹事会が

寄居ＲＣ、川本ＲＣのホストで行われ山根ガバナ

ー補佐より第２５７０地区第 4 グループのロータ

リー財団研究グループ交換（ＧＳＥ）プログラム

について、１名の受け入れと５日間のホームステ

ィの要請がありました。受け入れ期間は 2008 年 4
月４日～４月８日です。書類の提出が１２月１４

日ですので会員各位のご協力お願い致します。 
昨日、今年一年の世相を表わす漢字一文字が

「偽」と決りました。本当にメーカーの偽りがマ

スコミを賑わす一年でした、経済に大きな打撃が

あったと思います。本庄 RC の今年の一文字は

「和」で表わします。各委員会一丸となり取り組

んでいただきました今後共よろしくお願い致しま

す。 
 金子弘会長エレクトより次年度ＳＡＡチーフに

藤井仁会員、田中克会長ノミニ－より田中年度幹

事に今泉憲治会員、両会長からの報告と逢拶を頂

きました。善きパートナーが成立されおめでとう

ございます。      
 
〔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。 
上里ロータリークラブより新年合同例会の案内が

とどいています。本庄南との三会合同例会が 1 月

9 日（水）6 時より小菊で行われます。本日事務局

より案内が届くと思いますのでよろしくお願い致

します。理事の皆様におかれましては当日 4 時よ

りグランドホテルにて理事会を開催したいと思い

ますのであわせてよろしくお願い致します。 
地区より来年の地区大会事務局開設の案内が届

いています。住所は入間市扇台 3－3－7 ハイツ斉

竹 101 号です。「ロータリー財団国際親善奨学
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生」募集のお知らせが来ています。ご希望の方は

事務局又は幹事までお申し込みください。 
地区大会チャリテイーゴルフコンペが 3 月 27 日

（木）武蔵カントリークラブ 豊岡コースで行わ

れます。参加希望の方はお申し込みください。 
「友」インターネット速報が届いていますので回

覧いたします。ポリオ撲滅の記事がのっています

のでご覧になってください。本日の幹事報告は以

上です。ありがとうございました。 
 
〔報 告〕    金子 弘会長エレクト 

 
 
先週、会員の皆様のご協力の下、ＳＡA の 

チーフを藤井会員に成って頂くこととなりま 
した。 
 
〔挨 拶〕    藤井 仁 会員 

 
 
次年度のＳＡA のチーフに推挙頂きました。 

しっかり学びながら、よりよいＳＡA として 
頑張りますので宜しくお願いいたします。 
 

 田中 克会長ノミニー 

 
 

会長ノミニーに指名頂きました田中克です。キャ

リアのある先輩がたくさんいる中での御話しで大

変恐縮しております。2009～2010 年度は、加藤玄

静ガバナーが発足する大変重要な時期であり、私

自身心して任にあたる事が出来るよう、一年半研

修、勉学に努め頑張りたいと思っております。 
 尚、幹事には今泉憲治君に御願いしてあります

ので御紹介させて頂きます。彼のキャリアは私と

同様少ないですが、ロータリーに対する情熱は誰

にも負けない努力家でもあります。 
 田中、今泉共々会員皆様の御指導御鞭撻の程よ

ろしくお願い申し上げます。 
 

2009～2010 年度幹事予定者 今泉憲治会員 

 
 
こんにちは。このたび次次年度の幹事にご指名

をいただきました今泉でございます。入会３年足

らずの私が諸先輩方をさておきこのような役職を

いただくことは大変責任を重く受け止めておりま

す。お役をお引き受けしたからには次々年度の田

中会長の黒子として、また歴史と伝統がある本庄

ロータリークラブを盛り上げるために努力させて

いただきます。皆様のご指導ご鞭撻を宜しくお願

い申し上げます。 
 

〔委員会報告〕 
親睦委員会   中島高夫 委員長 

 
 

12/20 のクリスマスパーティーは５：３０から受

け付け致します。 
楽しいクリスマスとなりますよう頑張ります。 
 
 
 
 
 
 



米山奨学会委員会  下山正男 委員長 

 
 
皆様方のあたたかいご協力により６８万円の寄

付が集まりました。前の寄付と合わせますと１０

０万円を超える金額となり、有効的に活用戴ける

ように見守っていきます。奨学生の世話クラブ 

にエントリーしております。また、カンセラーと

して坂本会員にお願いしております。 
 

雑誌記録委員会  巴 高志 委員 

 
 
１２月のロータリーの友の記事を幾つかご紹介

させて頂きます。まず初めに、「国際編」では、

１２月は家族月間として R.I.の会長も各会員のご

家族そして身内の方々との絆をより一層深めて下

さいと言っております。そして、それに伴って 
今年６月の国際大会に参加された各国のご家族の

紹介が載っております。また、その国際大会でイ

スタンブールの 22 歳の女性が、RC の開催した識

読のクラスに参加できて文字の読み書きが出来る

ようになり世界が広がり感謝をしていると言う 
講演が紹介されておりました。RI 指定記事では、

アフリカのガンビアと言う日本の岐阜県ほどの大

きさの国で、一人の女性がポリオ撲滅に奔走した

話がありました。そして、入会３年未満の新樹の

声では、所沢 RC の湯村さんが自社の２０周年記

念事業に、RC のネットワークのお陰で大変盛況で

RC に感謝をしていると言う事でした。地区のたよ

りでは、２６２０地区のパワー浜松 RC の紹介で、

例会は朝７時からのラジオ体操から始まり朝食、

そして１時間の例会を行うそうです。次に、「国

内編」では友愛の広場の中でオーストラリアの RC
にメークアップに行った大阪の小高さんの経験談

が載っておりました。また、ロータリーネットワ

ークには 2570 地区の入間南 RC の不破さんの記事

で座禅と精進料理の例会を開催したそうです。 

 最後にガバナーのマンスリーレターにクラブ奉

仕部門委員長である当クラブの加藤さんが家族月

間に因んで、自分が会長の時に家族委員会を設置

した事が掲載されておりますので、こちらもご一

読下さい。 
 

〔卓 話〕 
関口礼子 会員 

 
 

英語は出来れば便利、決して偉いというわけで

はない。 
 交換生を受ける場合、言葉の出来ない家庭の方

がずっと早く必要になるので日本語をおぼえるの

が早い。日本人は英語をおぼえにくい。 
① 日本人 笑われたくない。外国人は自分がわ

かればよいのであって笑われたら一緒に笑お

う 
② 今迄の学校教育 あまり上手でない教え方、

英語ぎらいをつくる 
③ 家族と共に（例えば老人のいらっしゃる家

庭）じっくりおつきあいをして下さる方のい

る家 
④ 文法 もちろんある程度必要、でも英語で考

えそのまま云う、日本語から英語に訳さず、

文章頭の中に出来た英語を云う 
 
「ホスト」 
何か伝える 家の中のきまり等は、はじめに云

う、守る、後から云わない。  
家の中を見られるのがいや・・多い。米国 来客

があるとまず家の中、台所もお風呂場もツアーで

案内します。 
 食事 かえる事なく和食中心なら和食が主、日

本の食事は世界中のものがあって多種多様でめず

らしいくらいヴァラエティーがある。 
スーパーへ連れていってほしいものをえらばせ

る。日本の食事は世界一。 
「文化」 
 娘が交換留学中困った事は「宗教の強要」が

とてもいやだった。その人に重要な事でも他人に

は理解できなかったと思う。 
海外での例（ニュージーランド）母子家庭 赤

ちゃんが生まれそう、子供３人、お母さんは忙し

いので子供達が世話をする。生まれた赤ちゃん家

具のひき出しの中で育てる。 
日本での例 



部屋が少なくて泊められない家は家具を storage
に入れおこたを置いた。みかん、折り紙で最高の

接点が出来た。 
 

ＲＩ報告     加藤玄靜ノミニー 

 
 
 ガバナーノミニーとして必修研修のため、11 月 
21 日～23 日、東京都港区台場「ホテルパシフィッ 
ク・メリディアン」で開催されました、第３６回 
2007～2008 年度国際ロータリー1.2.3.4（A）「ロ 
―タリー研究会」に参加致しました。 
勿論国際ロータリーの会議は初めてであります。 

RI 会長ウィルキンソン氏を始めとして、RI 役員が 
壇上に着席しており、緊張の毎日でありましたが、 
RI がこれ程身近に感じたのも事実でありました。 
 セミナーは、「ロータリー財団」を中心に、ポ 
リオ・プラス」、「会員増強・会員維持・ロータ 
リー家族」、「水・健康・識字」、「新世代・ 
青少年・教育」の四つのセッションにまとめて、 
分科会とせず全員参加型での討議でした。 
 この間、防衛大学校長である五百旗頭 真先生、 
神奈川県立保健福祉大学名誉学長の阿部志郎先生 
の特別講演が拝聴出来ました事も、感激の一つで 
ありました。 
 参加者は、日本全国のガバナー、ガバナーエレ 
クト、パストガバナー、私達ガバナーノミニー及 
びご夫人であります。 
 このセミナーは意義あるものであり、私に対し 
ての動機付けと同時に、新しいロータリー活動へ 
の導きでありました。この事を大切にし、目的に 
向かって邁進致します。                       
出席率 

 

〔ニコニコＢＯＸ〕 
 
加藤玄靜 会員 
「ＲＩのゾーン研究会に参加し勉強になりまし

た。」 
 
「本庄楽市事業に社会奉仕委員会の皆様ご苦労様

でした。」 
 
「髙橋福八様、真下恵司様、本庄商工会議所創立

60 周年記念おめでとうございます。」 
 
関口礼子 会員 
「本日はよろしくお願いいたします。」 
 
藤井 仁 会員 
「ニコニコボックスの皆様ご苦労様です。」 
 
戸谷 清一 会員 
「ケーブルテレビは街づくり！来週１７日（月）

１８日（火）１９日（水）３日間、本庄市議会の

生中継を致します。よろしくお願いいたしま

す。」 
 
「新入会員の関口さん、ロータリーに入会しての

卓話よろしくお願いします。」 
 
岡崎正六 矢島淳一 田中 克 坂本雄一 
三宅健吉 茂木 聡 春山茂之 温井一英 
渋谷修身 橋本恒男 下山正男 武井包光 
坂本優蔵 今泉憲治 澁澤健司 金子 弘 
野村正行 福島文江 八木茂幸 梅村孝雄 
戸谷 丈 五十嵐敦子 中島高夫 高柳育行 
古瀬末雄 茂木 正 町田国彦 佐藤賀則 
巴 高志 井下 典 金子 章 岡芹正美 
杉山淑子 髙橋福八 石原輝弥 中村 孝 
 

本日投入金額合計 47､000 
 
次回プログラム 
日時：12 月 20 日（木） 
第三例会 45-24 第 2175 回 
 クリスマスパーティ PM6：30  
埼玉グランドホテル 
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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


