
 

 

《本日の例会》 
 
 
 
 
 
 

 

 

進 行 梅村孝雄 ＳＡＡサブ 

点 鐘 午後 12 時 30 分 岡崎正六 会長 

ソング 我等の生業 

童 謡 赤とんぼ 

お客様 「地区ブライダル委員会委員長」 
磯田力彦様 

「地区社会奉仕委員会委員長」 
 木藤文雄様 

 

〔会長挨拶〕      岡崎正六 会長 

 
 
 皆さん今日は。お忙しい中出席ご苦労様です。

本日のお客様のご紹介を致します。 
第２５７０地区 地区社会奉仕委員長 木藤文雄

様(坂戸 RC)第２５７０地区 地区ブライダル委員

会委員長 磯田力彦様(新所沢 RC)今月は新世代月

間です。後ほど卓話をお願い致します。 

８月 26 日永眠されました関口雅之会員令夫人

(関口礼子様)が皆様方に、御礼のご挨拶においで戴

きました。有難うございます。 
今日はすがすがしい日和になりました。夏の疲

れが出る時期です体調を崩さないよう気をつけて

下さい。国政が混乱し経済が足踏み状態です、早

く景気対策をお願いしたいものです。 
9 月 26 日(水)、第２５７０地区 第４グループ

の会長幹事会があります。本庄 RC、本庄南 RC が

ホストで行います。(本庄グランドホテル)今回は

IM がメインになるかと思います。10 月 18 日(木) 
山根益男ガバナー補佐訪問です。11 月 1 日(木) 
石川嘉彦ガバナー訪問です。ぜひ、予定表に記帳

しておいて下さい。 
 

               
〔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。 

かわら版「こだま」がまだ残っています。ご希望

の方正面テーブルにおいてありますのでお持ちく

ださい。又、早稲田高等学院大教室ホールで催さ

れる、みんなのチャリティーコンサート Classic 
in  Jazz のチケットが残っています。ご希望の

方お申し付けください。「友」インターネットが

届いていますので回覧いたします。臨時号による

と次期 RI 会長が決まったようです。 
本日、関口礼子様がお見えになっていますが、

御菓子を頂きました。ありがとうございます。各

 
新世代月間 

 
卓 話 

「地区ブライダル委員会委員長」磯田力彦様 
「地区社会奉仕委員会委員長」 木藤文雄様 
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テーブルに配らせていただきました。お召し上が

りください。 
本庄市交通安全対策協議会より秋の全国交通安

全運動に伴うパレードの参加依頼が来ています。

会長は何名か参加していただきたいとのことです

ので都合のつく人はお申し出ください。9 月 21 日

（金）午前 9 時本庄市役所玄関前集合です。 
本庄祭り献灯（提灯）の協賛依頼がきています。9
月 20 日入金ですので昨年同様協力したいと思いま

すのでご了承ください。昨年は初年度の為 2 万円

でしたが今年は 1 万円です。 
本日の幹事報告は以上です。ありがとうござい

ました。 
 
 
〔挨 拶〕   高橋パストガバナー 

 
 
 ご逝去されました会員関口様についての思い出

について語る。 
 会長就任の際やガバナーになる際等、大変関口

さんにはお世話になりました。 
 
〔御 挨 拶〕 

故関口雅之氏礼婦人礼子様 

 
 
本庄ＲＣでの交換留学生受け入れ等の思い出に

ついてお話し頂く。また、生前の御厚情に対し、

御礼のことばを述べられる。 
 

 
 
 
 
 
 

〔委員会報告〕 
塙保己一顕彰会 武井包光 副会長

 
 
９／１２に県知事等を迎えて行われた顕彰会に参

加して参りました。 
 
雑誌記録委員会   黒岩三雄 委員長 

 
 
ロータリーの友」９月号の記事の概要の紹介。 

 
〔プログラム委員会〕渋沢健司 委員長 

 
 
今月は新世代のための月間です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



〔社会奉仕委員会〕 温井一英 委員長 

 
 
地区社会奉仕委員長木藤氏並び地区ブライダル

委員会副委員長磯田氏の紹介 
 

〔地区社会奉仕部門委員長〕木藤文雄様 

 
 
磯田委員長の卓話のお手伝いのつもりできまし

た。 
 石川ガバナーが 20 年ぶりにブライダル委員会を

立ち上げ、重点事業として活動を行っていきたい。 
 
〔地区ブライダル委員会〕磯田力彦様 

 
 
＜ブライダル委員会の抱負と方針＞ 
 埼玉県が 1 つの地区であった 1988 年以前には存

在したブライダル委員会は 1988 年地区分割後、我

が 2570 地区では中断していましたが、このたび

20 年ぶりに復活しました。皆様、周知のように我

が国の最近の少子化、出生率の低下は目を覆うも

のがあります。このような現状を踏まえてロータ

リーとして社会奉仕の観点で、この問題に取り組
むのも意味があるのではないだろうか！以上のよ

うな考え方の基に本委員会はスタートすることに

なりました。委員会の方針としましては、先ず多

くの未婚者の方々に登録していただきます。毎月

1 回北坂戸オルモに事務局を設け相談コーナーを

実施します。登録された方は遠慮なくお出でいた

だいてコーディネーターに相談してください。 
 また、年 2 回合同集会パーティー開催を予定し

ています。音楽コンサート等の企画を含めて楽し

く有意義な会合にしたいと考えております。ブラ

イダル委員会と致しましては、未婚者の方々に出

会いの場を、できるだけ多く提供することを課題

として考えてゆきます。 
 そしてこれからの交流を通してロータリー周囲

の若い人達の中から 1 組でもカップル誕生に到れ

ば大変に喜ばしいことですし、少子化対策の目標

へ 1 歩を踏み出せたことになると思います。率い

てはこのブライダル委員会の活動が、ロータリー

の広報、新世代の育成、あるいは会員増強につな

がればと考えております。 
 
〔挨 拶〕ロータリー情報委員会 

加藤玄静委員長 

 
 
卓話についての謝辞を述べる。 
 

 
 
会長から地区社会奉仕委員長木藤氏並び地区ブ

ライダル委員会副委員長磯田氏 へ記念品の贈呈 
 
 
 
 
 
 
 



出席率 

 
 
〔ニコニコＢＯＸ〕 
 
木藤文雄様 
「ブライダル委員会を宜しくお願いします。」 
 
磯田力彦様 
「このたびは、卓話にお招きいただきありがとう

ございました。今日は、ブライダルの話を、精一

杯させていただきます。宜しくお願いします。」 
 
故関口雅之氏礼婦人礼子様 
「主人もよろこぶと思うので、最後の投入をさせ

ていただきます。」 
 
橋本恒男会員 
「所用で欠席します。」 
 
杉山淑子会員 
「早退させていただきます。」 
 
五十嵐敦子会員 
「早退させていただきます。」 
 
こだま企画 笠原 勝様 
「９/３号かわら版「こだま」掲載では大変お世話

になりありがとうございました。」 
 
「地区社会奉仕委員長の木藤文雄様・地区ブライ

ダル委員会委員長の磯田力彦様卓話よろしくお願

いいたします。」 
岡崎正六 矢島淳一 温井一英 武井包光 
茂木 聡 坂本優蔵 巴 高志 下山正男 
渋谷修身 今泉憲治 梅村孝雄 田中 克 
加藤玄静 中島高夫 三宅健吉 野村正行 
萩原達夫 真下恵司 春山茂之 岩淵富男 
八木茂幸 小此木昭二 井下 典 高柳育行 
内野昭八郎 佐藤賀則 金子 弘 野沢章夫 
髙橋福八 斉藤清一 岡芹正美 小此木利明 
金子 章 中村 孝 
 
本日投入金額合計 46､000 円 
 
 
 

プログラム委員  次回プログラム 
渋沢健司 委員長 

 
日時：9 月 20 日(木曜日) 
第四例会 45-11 第 2162 回 
卓 話  

梅村孝雄会員 
駒井 寛様（医療法人三思会） 
「がんは怖くない」 
 

９月 27 日のメニュー 
移動例会 
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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 
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