
 

《本日の例会》 
 
 
 
 
 
 

 

進 行 福島文江 ＳＡＡ 

点 鐘 午後 12 時 30 分 岡崎正六 会長 

ソング 我等の生業 

童 謡 ふるさと 

お客様 学友 手塚隆司様 
 

〔会長挨拶〕      岡崎正六 会長 

 
 
皆さん今日は、石川ガバナー公式訪問には大勢

の会員出席を頂き有難うございました。懇談会、

例会、クラブ協議会、懇親会とご協力によりスム

ーズな進行が出来ました。お陰様で石川ガバナー、

山根ガバナー補佐から過分なお褒めをいただきま

した。 
本日のお客様を紹介致しますロータリー財団学

友の手塚隆司様です。後ほど卓話をお願い致しま

す。本日第２５７０地区ロータリー財団部門委員

長弓田勝俊様が卓話の予定でしたが都合で訪問で

きませんとのお詫びの連絡と、皆様に宜しくお伝

えくださいとのコメントを頂きました。 
 

お知らせ 
 

本庄ロータリークラブ細則、 
第１条 理事および役員の選挙 
第１節 に依り、次々年度の役員、理事の指名

委員会を１１月２２日（木）例会終了

後行います。パスト会長、幹事出席お

願い致し 
ます。 

 
報告事項 

 
１、10 月２８日（日）第９回山中杯中学校野球本

庄大会に、橋本恒男副会長出席協賛金贈呈。 
 
２、１１月４日（日）第３１回本庄学生書道展に

４６０名出展で３１名入賞、受賞式に出席、

本庄ロータリークラブ賞を福島葵さん（中

一）受賞。 
 
３、１１月 5 日（月）本庄ロータリークラブ石原

輝弥会員令夫人佐知様告別式に参列、慶弔規

定にて対応。 
 
 
〔幹事報告〕    矢島淳一 幹事 

 
 

 
財団月間 

 
卓 話 

ロータリー財団 学友 手塚隆司様 
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ロータリーは分かちあいの心



皆様こんにちは、幹事報告を申し上げます。 
来る、11 月 15 日は翌日 16 日に IM 大会が開催さ

れますので振り替え休会となります。お間違えに

ならないようお知らせ致します。なお、IM にはご

出席よろしくお願い致します。 
先日、1999～2000 年度第 2570 地区第 9 分区分

区代理元羽生ロータリークラブ会員の堀口喜正様

がご逝去なされた折当クラブより生花を送りまし

たが、お礼状が羽生ロータリークラブより届いて

おりますのでご報告いたします。又、1995～1996
年度第 2 分区分区代理上福岡ロータリークラブ会

員金井塚一男様が先日、交通事故にてご逝去され

た折当クラブより弔電を発信いたしましたのでご

報告いたします。派遣学生の折原愛美さんの 10 月

次報告書が届いています。詳しくは後程新世代委

員長の中村会員より報告していただきます。 
「麻薬・覚せい剤乱用防止運動埼玉大会」の開催

についてお知らせが届いています。ご都合のつく

方はお出かけください。11 月 27 日（火）16：00
より埼玉会館小ホールです。 
「インターアクトを考える」という内容で「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。 
本日の幹事報告は以上です。ありがとうござい

ました。 
 

〔御礼の挨拶〕  石原輝弥 会員 

 
 

11/5 の妻の告別式には、皆様方にご参列頂きあ

りがとうございました。来年金婚式でしたので、

残念です。  
 

〔社会奉仕委員会〕温井一英 委員長 

 
 

本庄市商業祭楽市へのご協力として、三千円相当

の商品か寄付をお願いいたします。当日のお手伝

いもご協力ください。 

先月、ブライダル委員会のお見合いのパーティー

が盛大に開催され、また、12/1 に坂戸にて開催さ

れます。出席者の推薦をお願いいたします。 
 
〔委員会報告〕 
雑誌記録委員会  巴 高志 委員 

 
 
国際ロータリーの記事の中で、先日ガバナー訪問

でガバナーが言っておられた「R.I.指定記事」を 
読みました。そこでは、インドのロータリアン２

人が紹介されていました。それを読むと日本が如

何に平和で恵まれているかをつくずく感じました。

そう言う中で、恵まれない国への理解と援助の必

要性が如何に大事かを感じると思います。そして、

ロータリー日本財団活動報告書や米山記念奨学会

40 年のあゆみなどの記事を読んで頂き、寄付への

理解を深める事が大事な事では無いかと思います。 
そして、「新樹の声」のコラムは新入会員の意見

として特にガバナーや会長、役員の方々に読んで

頂きたいと思います。記事もクラブに対する批判

意見も掲載して頂ければ良いかなと感じました。

そして、今回の「地区のたより」は 2570 地区の記

事がありました。I.M.開催の秩父ロータリーの記

事も載っておりますのでご一読下さい。 
 国内ロータリーの記事では、特に気になった記

事は無かったのですが、委員長と相談して当クラ

ブの行事の記事をこの雑誌に掲載して頂ける様に

積極的に働きかけをして行きたいと思いますので、

関係の委員会の方々はご協力をお願い致します。 
 
新世代委員会  中村 孝 委員 

 
 
折原さんからのマンスリー報告２番目のホストフ

ァミリーとしてのポール君の日常生活の報告 
 
 
 



〔ノミニー報告〕加藤玄静ノミニー 

   
 
第３６回国際ロータリー研究会が今月４日間開催

され、出席して勉強して参ります。 
 

〔例会プグラム〕   
プログラム委員会 澁澤健司 委員長 

 
 
本日は財団月間に因んだ卓話となっております。 
 

〔講師プロフール紹介〕   
財団委員会 茂木 聡 副委員長 

 
 

11 月のロータリー財団月間に、先週と今週に皆

様にご協力を賜り、地区ロータリー財団推進委員

として御礼申し上げます。 
本年度の石川ガバナーの方針の一つに、「 ロ

ータリー財団に、年一人ＵＳ＄100 を 」の提唱

があります。財団のプログラムを順調に遂行する

ために必要な援助のお願いであります。本日その

プラグラムの細かいご説明をするよりも、かつて

国際親善奨学生として、今は学友として活躍して

いる手塚隆司様に卓話をしていただき、皆様の援

助が目に見える形で使われていることを実感して

いただいたいと思います。 
  
 

〔卓 話〕   
ロータリー財団学友  手塚隆司 様 

 
 

私は、1995‐96 に行田さくらロータリークラブ

のご推薦により、イギリスのロンドン大学に留学

させていただきました。帰国後は元奨学生で構成

される学友会のメンバーとして、これから留学す

る奨学候補生の準備などのお手伝いをさせていた

だいております。 
 現在ベンチャーキャピタルと呼ばれる業界に身

を置いておりますが、ここでは将来が見込まれる

ベンチャー企業に投資し、成長に必要な人・資

金・経営ノウハウ・技術などの資源の橋渡しをし

ております。 
 私の留学したのはロンドン大学でも郊外にある

キャンパスで、キャンパス内の寮に入り、1 年間

を過ごしました。当時日本はバブル経済崩壊の後

遺症で日本的経営が自信を失っている時期であり

ましたが、私が学んだ経営学部では当時でも日本

的経営に対する関心が非常に高く、イギリス人や

他国からの留学生に総合商社のネットワークの強

さの理由や、メーカーの品質管理の高度さについ

て多くの質問を受けました。また授業においても

日本企業の経営戦略についての発表を行ったこと

もありました。 
 現地ではホストロータリークラブに大変お世話

になりました。13 名ほどの小さなクラブで、イリ

スの居酒屋であるパブで夜間例会を行っているク

ラブでした。ビールやワインを片手に和気藹々と

例会が進行していくさまは日本での例会と少々異

なり、当初は驚きましたが、とても新鮮なもので

した。卓話の機会も多くいただき、日本の学生生

活や家庭での日常生活の様子、東京のラッシュア

ワーについてなど、普段本や報道などで見ること

がないような部分を伝え、日英比較をしながら文

化の橋渡しに努めました。現地でのカウンセラー

には英国での父親として親身になってお世話いた

だき、不安なく留学期間を過ごすことができまし

た。 
 ロータリーの国際親善奨学金を受けての留学は

単に金銭的サポートだけでなく、双方の国でのカ

ウンセラーの存在による精神的サポートをも￥得

ることができ、また、通常の留学では接すること

のできないような現地の世界に触れることができ、

ロータリーのすばらしさを強く感じた 1 年間であ

りました。 



 帰国後、この留学で受けたご恩を何とかして還

元したいという思いと、ロータリアンの皆様と接

する楽しさから、これまでずっと学友会の活動に 
携わらせていただいております。学友会では派遣

学生に対する年 5 回のオリエンテーションの実施

や各クラブでの卓話、地区大会でのパネルディス

カッション等の企画への参加などの活動を行って

おります。現在当 2570 地区では 120 名を超える学

友がおり、国内外で活躍しております。教職に就

く者、国際機関で働く者、民間企業の国際部門で

の仕事に従事する者が多く、何らかの形で日本と

世界との橋渡しをしている者が多いのが特徴です。 
皆、日本の発展、地元埼玉の発展に貢献すべく

日々努力しております。 
 今年は 2 名がアメリカと南アフリカに派遣され

ており、来年度は 4 名の派遣が予定されておりま

す。この 4 名はイギリス、カナダ、シンガポール、 
ブラジルへの留学を希望しております。以前は 10
名派遣された年もありましたが、残念ながら昨今

の厳しい経済状況の影響でこのように派遣人数が 
少なくなってきております。今後当地区より一人

でも多くの学生が派遣され、地元埼玉の将来の発

展に貢献する人材の育成にぜひご理解とご協力を

お願いいたします。 
 

 
 
 
 
出席率 

 
 
 
 

〔謝 辞〕   加藤玄静ノミニー 

 
 
大変財団の理解につながる学友の方に来て頂き

有り難く思います。ありがとうございました。 
ロータリー財団のご案内。 
 
〔ニコニコＢＯＸ〕 
 
石原輝弥 会員 
「妻の告別式には大勢の会員の方に出席していた

だきありがとうございました。」 
 
藤井 仁 会員 
「誕生祝いのお花が届きました。ありがとうござ

いました。」 
 
「手塚隆司様本庄ロータリーにようこそいらっし

ゃいました。財団月間にちなんでの卓話お願いい

たします。」 
 
岡崎正六 矢島淳一 田中 克 坂本雄一 
三宅健吉 茂木 聡 下山正男 武井包光 
渋谷修身 山田喜一 井河久昇 松原幹男 
佐藤賀則 温井一英 野村正行 中島高夫  
古瀬末雄 春山茂之 竹並栄一郎 内野昭八郎 
巴 高志 横尾セツ 福島文江 五十嵐敦子 
澁澤健司 高柳育行 今泉憲治 梅村孝雄 
立石秀寿 金子 弘 岩淵富男 岡芹正美 
坂本優蔵 中村 孝 
 

本日投入金額合計 45､000 
 
次回プログラム 
 
日時：11 月 16 日(金曜日)   
第三例会 45-19 第 2170 回 
秩父 RC ホスト IM への振替例会 
 

 

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 

 

７３名 

 

８名 

 

６７名 

 

４０名 

 

６６％ 

     
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     
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