
 

 

《本日の例会》 
 
 
 
 
 
 
 

進 行  田中 克 ＳＡＡサブ 

 

点 鐘  午後 12 時 30 分 岡崎正六 会長 

国歌斉唱 ｢君が代｣ 

ソング   ｢奉仕の理想｣  

 

会長・幹事バッジ交換 

  
 

 
 

 
〔会長挨拶〕    岡崎正六 会長 

 

 皆様こんにちは、渋谷、佐藤年度ごくろうさま

でした。 
２００７－２００８年度のスタートです、前年

度に引きつづき矢島幹事共々一年間よろしく御願

い致します。７月 2 日(月)役員、理事全員の出席い

ただき第１回役員、理事会が開催されました。 
 
 
報告事項  
 
１．石川ガバナー１１月 1 日（木）及び山根ガ 

バナー補佐 10 月１８日（木）訪問日程の確認 
１．各部門セミナーの出席会員の確認（四部門委

員会） 
１．７月１９日第１回会長幹事会(深谷 RC)担当、

会長、幹事、事務局出席 
１．交換学生カンセラー会議のお知らせ、７月１

７（火）１８時３０分、ふじ井（オクラホマ、

ポール、キスリング） 
本日２名の方(坂本さん、横尾さん)入会式を行いま

す。また、グランドホテル、五州園さんには、本

年もおせわになりますよろしくお願いいたします。 
例会終了後クラブ協議会にて会長方針発表を行ま

す。 
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〔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。 

はじめに、渋谷会長、佐藤幹事、昨年度一年間、

大変ご苦労様でした。私ふつつかな幹事ながら一

生懸命一年間、務めてまいりますので、皆様のご

協力お願い致します。さて、最初に年度計画書の

訂正とお詫びを申し上げます。先日の理事会で指

摘されました箇所は、シール紙にて修正致しまし

たが、その後何箇所か出ているようです。気がつ

いた所がございましたらお申し出下さい。次回に

正誤表を作成して訂正させて頂きたいと思ってい

ます。 
報告事項ですが、地区分担金の負担のお願いが来

ております。又、社会福祉協議会より、会費納入

のお願いがきています。地区各部門委員長より、

セミナーの案内、交換留学生のカウンセラー会議

の案内、会長幹事会の案内がきています。出席の

各委員長さんにはご苦労様ですが、よろしくお願

いします。又、塙保己一遺徳顕彰会役員会議、設

立総会、青少年健全育成市民会議街頭キャンペー

ン、緊急パトロールの案内も来ております。会長、

幹事で出席予定になっています。 
ロータリアン等配布物が届いていますので、後程

回覧させて頂きます。以上で幹事報告を終わりま

す。一年間どうかよろしくお願い申し上げます。

ありがとうございました。 
 
〔地区役員紹介並びに挨拶〕 
諮問委員   高橋福八 

 
こんにちは､昨年に引き続き諮問委員として務めさ

せていただきますので、ご協力をお願いします。 
諮問委員の報告といたしましては、公文書で本庄

の事を某クラブ、加藤玄静さんの事を某氏と表現

しました。非常に問題になり、私も厳重に抗議し

ました。現会長・幹事もこれ以上の侮辱はないと

おこっております。 
 
 
 
 

クラブ奉仕部門委員長  加藤玄静 

 
皆さんこんにちは、本庄クラブから地区のクラブ

奉仕部門委員長として、1 年間執行させていただ

きます。 
今年度は規定審議会で 3 年に 1 回の憲法というも

のが、1 部変更になる年でそれについて勉強しな

くてはなりません。又、来年度から取入れる事が

明言されていますクラブリーダーシッププランに

ついても学ばなければなりません。具体的には、

ロータリー情報委員会・広報委員会・会員増強委

員会の 3 つを直接担当する部門です。1 年間どうぞ

よろしくお願いします。 
国際親善副委員長    茂木 正 
Ｒ財団推進委員     茂木 聡 
 
〔交換留学生挨拶〕 
 

ナターリア 

 

日本のいい思い出 19 年 6 月 9 日 

こんにちは、私の名前はナターリアです。ブラ

ジルから来ました。 

私は、18 歳です。 

去年の 8 月に日本へ来ました。今年の 7 月 20 日ブ

ラジルへ戻ります。この 1 年間 日本でのいっぱ

い良い思い出ができました。 

 ロータリーの皆様とホストファミリーたちに 

色々な所に連れて行ってもらいました。本当にあ

りがたいと思います。 

私は日本に来て 10 ヶ月たちました。あと 1 ヶ月ち

ょっとしかいないです。もう寂しくなってきまし

た。私は日本が大好きです。日本は大変安全です。

それは日本の一番好きなとこです。日本は綺麗で

すばらしい国です。いっぱい良い所があります。

私の一番好きなところは東京です。 

日本の食べ物は本当においしいです。私は寿司と

ラーメンが大好きです。日本語はとても面白いで

す。漢字の書き方と成り立ちは好きです。 

私の夢は日本の大学で勉強したいです。ブラジル

ヘ帰りたくないです。 

私は本庄ロータリークラブにお世話になりました。

私はこの一年間で 6 ホストファミリーに 2 ヶ月ず

つお世話になりました。ホストファミリーたちは

とてもよかったです。 



みんな良い人でやさしいし 色々なところへ連れ

て行ってもらい本当にありがとうございました。 

ロータリーと家族たちいっぱい旅行に行って来ま

した。ディズニーランドとシー、日光、軽井沢、

横浜、草津、東京、お台場、鎌倉、富士山、いっ

ぱい良い所へいって来ました。 

私は、花が大好きです。日本でいっぱい綺麗な花

を見に行きました。桜、藤、バラと紫陽花 全部

かわいかったです。 

私は、本庄高等学校で勉強している三年生です。 

私は、学校のみんなで修学旅行に行ってきました。 

とても楽しかったです。紅葉も見ました。 

私は友達と一緒に書道をしました。学校でいっぱ

い友達ができました。 

ロータリーのおかげで日本に留学ができたので感

謝しています。いつまでも忘れません。ありがと

うございました。 

これからも どうぞよろしくお願いします。 

ナターリア  

 

ロータリー情報委員会〔新入会員入会式〕 
 
1. 開会の進行（ＳＡＡ 田中 克） 
1. 入会式 （会長 岡崎正六） 
1. 報告 （Ｒ情報委員長 加藤玄静） 
1. 推薦会員の紹介並び新入会員の紹介 
 

 
坂本優蔵（さかもと ゆうぞう） 
 
皆さんこんにちは、昨年 5 月にいまい台に工場を 
建て引越しをし今回、名誉あるロータリーに入会

させていただきましたので一生懸命がんばります

のでご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします。 
生年月日 
1952 年 8 月 9 日生まれ 
自宅住所・電話 
本庄市児玉郡神川町元阿保 303 
ＴＥＬ0495-77-1062 
会社 
ユーエスエンジニアリング（株） 
本庄市いまい台 3-12-1 
ＴＥＬ0495-24-8810 
ＦＡＸ0495-24-8820 
趣味 ゴルフ・旅行 
家族 妻 
結婚記念日 5 月 5 日 
推薦者 武井包光 会員 

 
横尾 巧（よこお たくみ） 
 
皆さんこんにちは、本庄ロータリークラブに入会

しました横尾です。先月まで入会しておりました

当社会長職の弘明とバトンタッチに成ります。 
狩野さんの熱意に負けました。名誉あるロータリ

ーの会員の資格があるかどうかは、わかりません

が、私の活動を見た上で皆様のご判断をいただけ

ればと考えております。大多数の方がお会いして

いますので、いろんな活動の中でお知恵を拝借し

て、ご指導いただきながら少しでも本庄ロータリ

ーの発展に寄与出来ればと思っております。 
生年月日 
1953 年 10 月 23 日生まれ 
自宅住所・電話 
本庄市栄 2-5-28 
ＴＥＬ0495-22-3732 
会社 
横尾建設（株） 
代表取締役 
ＴＥＬ0495-21-1212 
趣味 ゴルフ・旅行 
家族 妻・長女・母 
結婚記念日 11 月 22 日 
推薦者 狩野輝昭 会員 
 
1. 歓迎の挨拶並び資料の進呈を行います。 

ロータリー会員バッジ 
ロータリー会員証 
ロータリー情報資料 

1. 会長より委員会所属の発表 
坂本優蔵会員 出席委員会 
横尾 巧会員 地域社会奉仕委員会 

 
本年度第 1 例会で入会式を厳粛に行うことが出

来ましたが。尚、今月の夜間例会の席上で入会

歓迎祝いを致しますので、皆様全員出席をされ

まして祝福をして頂きたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



親睦活動委員会  
〔会員誕生祝い〕 中島高夫 委員長 
本年度親睦活動委員長を仰せつかりました中島

です。会員の皆様のご協力をいただきながら 1 年

間がんばって生きたいと思いますので、よろしく

お願いします。 
今月誕生日祝い 
7/1 金井澄雄会員 7/5 斉藤清一会員 
7/9 矢島淳一会員 7/12  橋本恒男会員 
7/21  杉山淑子会員 7/23  中村 孝会員 
7/25  山本道彦会員  
 
代表あいさつ 橋本恒男会員 
健康に留意して出来る限り長生きしたいと思いま

す。100 歳とまではいきませんが、平均寿命まで、

同級生が居なくなるまでがんばります。 

 
 

 
 
〔会員結婚祝い〕 
今月結婚祝い 
7/8 飯塚明男会員 
 
代表あいさつ 飯塚明男会員 
子供が小さい頃は子供を交えての会話がありまし

たが子供の手が離れました今こそロータリーを介

した夫婦の会話を増やしたいと思います。 

 
 
 
 
 
 

〔ニコニコＢＯＸ〕坂本雄一 委員長 
 

 
狩野会員 
「横尾さん入会大歓迎いたします。」 
塚越会員 
「横尾巧会員新入会おめでとうございます。また

よろしくお願いします。」 
矢島会員 
「1 年間いたらぬ幹事ですが、よろしくお願いし

ます。」 
南 会員 
「70 歳のお祝いありがとう。」 
飯塚会員 
「岡崎年度の出航です、この 1 年よろしくお願い

します。」 
茂木会員 
「副幹事の 1 年がんばります。皆様よろしくお願

いします。」 
坂本優蔵会員 
「一生懸命がんばりますのでよろしくお願いしま

す。」 
渋谷会員 
「岡崎会長、矢島幹事年度いよいよ始まります。

会長方針の“進んで参加し楽しもう”の心構えで

1 年間よろしくお願致します。」 
 
坂本会員 福島会員 金沢会員 田中会員  
狩野会員 横尾会員 今泉会員 三宅会員  
武井会員 井河会員 春山会員 梅村会員  
石原会員 真下会員 渋沢会員 藤井会員  
浅香会員 町田会員 八木会員 戸谷会員  
佐藤会員 野村会員 巴 会員 戸谷会員  
山田会員 塚越会員 竹並会員 岡芹会員  
立石会員 岡崎会員 金井会員 下山会員  
橋本会員 内野会員 温井会員 金子会員  
中島会員 野村会員 古瀬会員 井下会員  
横尾会員 飯塚会員 石原会員 小此木会員  
五十嵐会員 野沢会員 小此木利明会員  
高橋会員 高柳会員 中村会員  
 
 
 
本日投入金額合計 322,000 円 
 
 
 
 
 
 



〔出席報告〕石原 修 委員長 
 

 
本年度 出席委員会の委員長を務めます石原で

す。本日例会欠席届をお渡ししました。欠席され

る方はいないと思いますが、1 年間ファックスが

来ない事を祈っています。よろしくお願いします。 

 
 
次回プログラム発表 
プログラム委員会   渋澤健司 委員長 
 

 
 

皆さん こんにちは、本年度プログラム委員長

を仰せつかりました渋澤です。 

次回のプログラムの発表ですが、ロータリーの

綱領を通じて社会に奉仕又、その業務の品位をあ

らしめると言う事で、まず仲間の業務を知っても

らう為に、一番若い山田喜一広報副委員長から次

回お願いする事になっています。自分の会社案内

をしていただきながら卓話の方をしていただきた

いと思います。その後は第 2 回のクラブ協議会と

いう事で、会長・副会長・ＳＡＡ・４大奉仕委員

長より各委員会メンバーの紹介並びに方針の発表

がありますので、ぜひ皆様今日と同じ様な参加を 

お願いします。             

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

クラブ協議会 

 
会 長 方 針       岡崎正六 会長 

 
 
今年度会長を努めます岡崎正六でございます。

４５年の歴史の重圧をひしひしと感じています。

渋谷会長の後を継ぎ、微力ではございますが先輩

諸氏はじめ会員各位のご指導とご協力をお願いし、

４５代会長として全力で取り組んでまいります。 
私は、１９６５年 4 月東京都葛飾区から本庄の地

に移り４２年になります。知り合いはお得意さま

の限られた方でしたが、年が経つにつれ友達の和

も広がってまいりました。 
１９８７年８月内野パスト会長の推薦で入会させ

ていただきました。 
当初、内野さん、関根さん、春山さん、高井さん、

の方々に誘われるまま楽しんでいるうちいつしか

入会することになっていました。まだロータリー

に関する知識もありませんでした。いま思うと人

間関係のすばらしさに入会を承諾したと記憶して

います。４６歳の業務多忙の時期でした。 
入会式は当時埼玉銀行の３階例会場で皆さんに紹

介していただき、早や２０年になろうとしていま

す。 
欠席がちで推薦者にはたぶん迷惑をかけたことと

反省を致しております。 
楽しい思い出もあります。若泉ホテルでロータリ

ーについてのイロハの勉強会、親睦旅行、ゴルフ、

食事会、歌舞伎座での IM、海外旅行とロータリー

ライフを楽しんでいます。 
ロータリー会員であることを誇りに思い、大勢の

方との出会いと異業種交流が出来るのも私にとっ

てすばらしい財産です。 
最近ゴルフも下手になり、耳も遠くなり体力も衰

え始めました。後は気力で頑張ります。 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

７４名 

 

８名 

 

６６名 

 

５５名 

 

８３.３％



 会長方針と要望（会長としての御願い事項） 

２００７～０８年度「進んで参加し楽しもう」        

会長 岡崎正六 

 

1. ロータリーの基本は参加（出席）であり例会

はもちろん全ての関係する会合等に進んで参

加して頂き，見て、聞いて、会話し、ロータ

リー活動が楽しく出来るよう努力とご協力を

お願いします。又、ロータリーは異業種の集

まりの場です。各位の卓話をお願いし自社の

活性化に共通した話題が得られ活用できると

思います。出来るだけ多くの会員に卓話をお

願いします。 

 

2. 各連絡事項等について、期日までには必ず返

答するようお願いします。 

 

3. 次年度、家族委員会を親睦委員会に取り組み、

家族同伴参加の親睦を加味してください。

（年２回夜間例会等） 

 

4. 次年度、理事、役員１９名から１７名に改正

になり２名の理事が減になりましたので、副

会長に四大奉仕委員会を分担し補佐してくだ

さい。 

武井副会長は、クラブ奉仕委員会と職業奉仕

委員会を、橋本副会長は、社会奉仕委員会と

国際奉仕委員会を、それぞれ宜しくお願いし

ます。  

 

5. 次年度は本庄ロータリークラブ創立４５周年

を迎える年度ですが改めて行事は考えていま

せん。通常の夜間例会で同伴でのお祝いを考

えています。 

 

6. 現会長の申し送り５０周年に向けての積み立

て（２００６～２００７年度 ５０万程度）を

前年度に見習って出来ればと思います。 

次々年度会長も積み立てを継続事業として考

えてください。 

 

7. 会議、諸行事等時間厳守にて、スムーズな進

行をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

「進んで参加し楽しもう！」 

 

              2007～2008 年度 

本庄ロータリークラブ  会長 岡 崎 正 六 

  

 本庄ロータリークラブ創立４５周年の記念すべ

き年度に会長を拝命し、その歴史と伝統の重みを

しっかりと受け止め、浅学非才ですが第４５代会

長として一年間全力で取り組んで参りますので、

宜しく御願い致します。 

 さて、2007～2008 年度ウィルフリッド．Ｊ．ウ

ィルキンソン国際ロータリー会長は、本年度のテ

―マを、「ROTARY SHARES ロ－タリ－は分かち合

いの心｣と発表されました。 

私たちの一人ひとりが、どれだけの時間とエネ

ルギーをロータリーに捧げるかを決めるわけです

が、その貴重な意志の積み重なりが、やがては各

クラブが地元や海外の地域社会と、どれだけ分か

ち合うことができるかを決定づけるのであり、そ

のためにはこれまで以上にロータリーと個人的に

かかわり、奉仕プロジェクトと会員増強の両面か

ら積極的に参加していただくことで、分かち合い

の心を広げてくださいと、呼びかけております。 

これを受けて国際ロータリー第２５７０地区 

2007～2008 年度石川嘉彦ガバナーは、テーマを、

「We are family 私たちは家族」と発表されまし

た。先ずは自分の家族からロータリーの仲間、友

達、地域、国家、そして世界中の人々へ輪を広げ

家族を増やし、｢分かち合いの心｣を大切にするこ

とを要望されております。 

 私は、これらの方針を実現すべく、本年度のテ

ーマを、「進んで参加し楽しもう！」と提示させ

ていただきました。 

例会出席はもちろんのこと、全ての奉仕活動、

家族（仲間）交流等に出席し、目標達成には、進

んで参加して、会話し、親睦を図り楽しくできる

ことを望んでおります。 

 そしてロータリーは異業種の交流の場でもあり、

進んで参加し、意見交換を図り、職業奉仕の活性

化に寄与していただきたいと思います。 

 また、本年は４５周年の記念すべき年度でもあ

ります。歴史と伝統に敬意を表し、夜間例会で記

念事業を致します。 

 

 

 

 

 
  

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


