
 

《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 それでこそロータリー、４つのテスト 

童 謡 ふるさと 

 

〔会長挨拶〕      岡崎正六 会長 

 
 

 
皆さん今日は。１１月 16 日国際ロータリー第２５

７０地区第 4 グループ IM に 30 数名の会員の方々

早朝よりご出席頂き有難うございました。 
 秩父の文化を十分堪能させて頂きました。すば

らしい IM だったと思います。また、抽選会にて

田中克会員、事務局山口京子さんがすばらしい招

待券をゲットしましたおめでとうございます。 
本日の卓話は、金子章会員よりネパール訪問の

報告があります。体験談を楽しみにしております。 
月日の経つのは早いものです。もう、次々年度

会長、次年度役員理事の選任の時期です。例会終

了後この場所にて、パスト会長、幹事会を開催い

たします。ご出席よろしくお願い致します。 
   

報告事項 
 
１、国際ロータリー第 2570 地区ガバナー石川嘉

彦様より、11 月 8 日に 56 クラブ公式訪問が

終了いたしました。御礼文が届いておりま

す。後ほど回覧いたします。 
 
２、本庄書道人連盟会長浦野征房会長様より、

本庄書道展並びに学生書道展に際してのご

芳志の礼状が届いております。後ほど回覧

いたします。 
 

 
〔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。 

先ほど会長からも報告がありましたが 16 日のＩＭ

には大変お世話になりました。当日都合にて欠席

された方はおみやげの紙袋が入り口の白板の下に

置いてありますので例会終了後お持ち帰りくださ

い。次に「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。 
ボランティア連絡協議会主催による関越高速道

路の側道の清掃の企画の案内がとどいています 12
月 2 日都合のつく方はお願い致します。Ｌｅｔ，

ｓボランティアによると 11 月 25 日マリーゴール

ドの丘にて昨年同様こだま青年会議所主催による
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ロータリーは分かちあいの心



「やわらかな夜」が開催されます。ご都合の付く

方はお出かけください。 
ロスアンジェルス国際大会の案内が届いていま

す。あわせて回覧いたしますのでご覧ください。 
本日の幹事報告は以上です。ありがとうございま

した。 
 

〔地区報告〕 
ライラデイ参加  今泉憲治 会員 

 
 
ＬＹＬＡ ＤＡＹに参加させていただきました。 

 
皆さんこんにちは。１１月１０日東松山市の紫

雲閣で開催されたＬＹＬＡＤＡＹに留学生のポー

ルを伴って齊藤会員と私、私の家内の四人で参加

させていただきました。 
私はこのような会には初めての参加でしたが何

をするのだろうという思いでいたのですが、この

ＬＹＬＡＤＡＹというのは「社会において職場に

おいて指導力を身につけた青年を育成したいとい

うことで開催されているということでした。 
ここには来日学生や帰国学生など多数の若い青

年が参加しておりました。記念講演では「ドーハ

からのメッセージーーーー感動の一瞬――――」

と題して清雲 栄純様が感動的なお話をなさいま

した。（この方は現在法政大学工学部教授・２０

０４年より大宮アルディージャのトータルアドバ

イザーを勤めておられます） 
特に浦和レッズに所属する小野伸二との出会い

のなかで語られた様子が私にとりましては涙をし

ながら聞きいるほど感動的でした。小野選手は当

時の清水市立商業高校の生徒でした。たまたま私

の家内も同窓生でしたので小野選手の話が身近に

感じられ、講演後清雲先生にご挨拶させていただ

きました。ちょうどお話の中で小野選手が清水商

業高校でサッカーに取り組んでいたときの監督は

私の家内が商業簿記を習ったときの先生だったこ

ともあり話に華がさき清雲先生とは親しくご挨拶

をさせていただきました。本日は時間の制約がご

ざいますので、また急な指名でしたので原稿も用

意できませんでしたが、皆様のお蔭でこのような

機会に恵まれましたことに感謝申し上げます。 
  

 
 
 
 

〔委員会報告〕 
〔高校生体験学習発表報告〕 
職業奉仕委員会 五十嵐淳子 委員長 

 
 

県立北高等学校社会体験活動に多大なる御支援、

御協力を頂きましてありがとうございました。 
 11 月 11 日、熊谷文化センターにて「高校生体験

活動推進フォーラム」が開催されました。 
１部では県内 6 校が体験発表をしました。高校

生が社会体験を終えて「視野が広がった」など貴

重な体験ができたとのこと。保護者の体験では、

今どきの息子と一緒に体験する会社を下見に行っ

たり、仕事の内容を話したり、疲れて帰って来る

息子のために大好きな夕食を作ったりと、家族も

我が子の為に協力・努力したことで、社会体験を

終えた時息子の良い顔を久しぶりに見たと話をさ

れていました。私は、高校生の息子さんと社会体

験を通して家族が共感されたこと、これが今一番

大切な事だと思いました。 
 2 部では、国際ロータリー第 2570 地区研修リー

ダー補佐浅田進氏を含み、4 人のパネリストの方

がパネルディスカッションされました。 
 11 月 30 日（金）に北高校に意見交換会に行って

きますので、皆様の率直な御意見があったら教え

て下さい。来年度以降も実施予定ですので、今年

同様教育活動に御理解と御協力を賜りたくお願い

します。 
 
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、４５名の

方にご提供頂いております。 
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、埼玉新聞に少子化対策とし



て記事が掲載されました。また、さらに参加者の

推薦をお願いいたします。 
 

高橋福八パストガバナー 
 
本日、二つの講演会が開催されます。ご希望の

方は席をご用意いたします。 
 

米山委員会  下山正男 委員 

 
 
会員の皆さんのご協力とご理解により、寄付金

額の目標の見通しがつきました。 
 

〔ゴルフ部〕    澁澤健司 会員 

   
 

11/6 秩父 RC チャリティーゴルフ大会に４名で

参加して参りました。 
11/29 岡部チサンにてクラブのゴルフ大会を開催

いたします。 
   
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の出欠を再度お願い。 
 
 

〔例会プグラム〕   
プログラム委員会 渋沢健司 委員長 

 
 
 本日は地区国際奉仕部門国際奉仕委員会副委員

長茂木正氏と金子章会員が先日訪問したネパール 
について、金子会員より報告頂きます。 
 

〔卓 話〕    金子 章 会員 

 
 

ネパ－ルは、まだまだ発展途上の国であり、産

業構造も農業が主体です。それも山深い山岳地帯

が大半です。王制が倒れてからは治安も決して安

定しているとは言い難い状況です。しかしながら、

ネパ－ルには多くの子供たちがまだまだ多くの支

援を待ちわびております。国の力となるべき教育

が必要です。現地にはボランティアとして活動し

ている垣見氏という日本人やネパール人のゴパル

氏、また、その間を繋ぐ埼玉ユネスコ協会会長の

本多氏等の存在があり、私たちの支援が間違いな

く届くためには、これらの人々なくしては出来か

ねると感じました。一人でも多くの里親支援や学

校建設支援を継続的に行う必要を感じました。ま

た是非とも、周年事業に向けて、本庄 RC の冠の

ついた学校の寄贈を望みます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



金子会員が撮影したネパールの風景と子供たち 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



楽市での会長 
 

 
 
 
 
出席率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔ニコニコＢＯＸ〕 
 
福島 修 会員 
「母 敦子の告別式には大変お世話になりありが

とうございました。」 
 
金子 章 会員 
「本日は宜しくお願いいたします。ごゆっくりお

休みください。」 
 
五十嵐淳子 会員 
「県立本庄北高社会体験に多大なる御支援、御協

力を頂きましてありがとうございました。10 月 25
日をもって無事終了することができました。」 
 
戸谷 丈 会員 
「先日県民の日に地方自治貢献の知事賞をいただ

きました。第 50 回県北美術展書の部で最高賞を頂

きました。」 
 
金井直樹 会員 
「腰がだいぶよくなりました。ご心配をおかけ致

しました。」 
 
温井一英 会員 
「息子が結婚しました。大変お世話になりまし

た。」 
塚越 茂 会員 
「欠席がちですが、ロータリー大好きです。」 
 
「金子 章会員大変ご苦労様でした。ネパールの

体験報告宜しくお願いします。」 
 
岡崎正六 矢島淳一 横尾 巧 坂本雄一 
渋谷修身 三宅健吉 武井包光 岩淵富男 
橋本恒男 真下恵司 横尾セツ 坂本優蔵 
浅香 匡 野村正行 田中 克 澁澤健司 
巴 高志 今泉憲治 下山正男 中島高夫  
内野昭八郎 福島文江 茂木 聡 佐藤賀則 
萩原達夫 金子 弘 古瀬末雄 小此木利明 
小此木昭二 岡芹正美 杉山淑子 春山茂之 
八木茂幸 高柳育行 梅村孝雄 野沢章夫 
中村 孝 竹並栄一郎 立石秀寿 
 

本日投入金額合計 64､000 
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広聴広報委員会  小此木利明・山田喜一・金子 章 
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