
 

《本日の例会》 
 
 
 
 
 
 

進 行 今泉憲治 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 うみ 斉唱 

本日のお客様  

本庄市教育委員会 生涯学習課 

            田中 学様 
 

〔会長挨拶〕      岡崎正六 会長 

 
 
皆さん今日は。暑い中、元気に出席有難うござ

います。毎年８月になると、広島には６日、長崎

には９日今日原爆が投下された日であります。こ

の投下によって終戦となりました犠牲となられた

多くの方々のご冥福をお祈りいたしますとともに

戦後６２年が過ぎようとしておりますが、いまだ

苦しんでいる多くの方々がいらっしゃる事も忘れ

てはならないと思います。現代っ子は、戦争があ

ったことすら教育されていないようです。戦中生

まれの私にとっては寂しいことですが，一生懸命

頑張ってきて今日の平和のありがたさに感謝して

おります。また、現実は変わった意味での戦争で

す。国内・海外との経済戦争のはげしい中、お互

い生き残れる企業目指して邁進いたしましょう。

今月は拡大増強月間です。会員増強と会員維持に

ご協力よろしくお願いいたします。 
先週は職業奉仕セミナーに武井副会長、矢島幹

事出席ご苦労様でした。８月１８日アメリカ合衆

国オクラホマ州スティルウォーター市から交換学

生ポールＣキスリング君が来日致します。皆さん

暖かくお迎え戴くと同時にホームステイホスト役

をぜひお願い致します。 
  
〔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。 

はじめに、休会のお知らせです。来る 8 月 16 日は

休会となっていますのでお間違えのないようにお

願い致します。なお本日、例会終了後会員の皆様

にはファックスにてお知らせする予定です。 
次に、国連薬物乱用根絶宣言より「ダメ、ゼッタ

イ」普及運動ということで地区米山奨学委員会よ

り募金のお願いがきています。後程、募金箱を御

回しいたしますのでご協力お願い致します。先般

財団設立 40 周年オリジナル記念切手の販売依頼が

きていましたが米山記念奨学会より完売のお知ら

せとお礼がきています。 
明社だより第 22 号、第 14 回平成 19 年本庄市在

住・在勤・在学者「埼玉県展作品展」のパンフレ

ットが届いています。正面のテーブルに置いてあ

拡大増強月間 
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ロータリーは分かちあいの心



りますのでご自由にお持ちください。最後に Let,s
ボランテア、財務かんとうの配布物がきています。

ので回覧させていただきます。本日の幹事報告は

以上です。 ありがとうございました。 
 

社会奉仕委員会  温井一英委員長 

 
 
先日本庄 RC として総検校塙保己一先生遺徳顕

彰会への入会が決定されました。本日はその入会

手続きを兼ね本庄市教育委員会田中 学様におい

で頂きました。会員の皆様には個人としても入会

をお願い致します。 
 

〔挨 拶〕本庄市教育委員会 障害学習課 
田中 学 様              

 
本日は、本庄ロータリークラブ第 2157 回例会に

お招きいただき、ありがとうございます。 
総検校塙保己一先生遺徳顕彰会は、7 月 26 日に

設立されましたが、会員も 700 名を超え、目標の

千人を上回るように努力しております。 
 本日は、本庄ロータリークラブさんが賛助会員

として団体加入していただき、また、多くの会員

の皆様に呼びかけていただいたことに感謝申し上

げます。塙保己一先生の偉業は、ロータリーの四

つのテスト（真実）とも相通じるところがありま

すので、今後ともご協力をお願いいたします。 
 

クラブ奉仕委員会  八木茂幸委員長 

  

現在、本庄 RC のみならず各地 RC において会員

減少が大きな問題となっております。会員増強の

ため皆様に是非ご協力をお願いしたい。会員紹介

カードを有効に利用して会員の増強に繋げていき

たい。また、退会者を少なくすためにも、メンバ

ーの知恵を集めて例会の企画を充実したものとし

ていきたい。 
 

〔地区セミナー報告〕 
広聴広報委員長 小此木利明委員長 

 
 

7 月 28 日（土）本年度第一回クラブ奉仕部門セ

ミナーが開催されました。 
 ロータリー情報 加藤氏代理 副会長橋本さん、

会員増強委員会 眞下さん、広報委員会 私が出

席しました。 
 当日は非常に暑い日であり、8 月 8 日甲子園で始

まる夏の高校野球で、本庄では第一高校が花咲徳

栄
ハル

高校を準決勝で破り、本庄で初めての甲子園出

場かと大いに盛り上がった日でした。 
 セミナーは 1 時 30 分より石川ガバナーの点鐘で

始まり、当加藤玄静地区クラブ奉仕部門委員長を

中心で進行しました。世の中で一番淋しい事、自

分自身の知識知恵を他人に広めようとしないで自

分の中へしまい込んでしまう人で、一番のケチと

云う事だそうです。又我々は年会費を払う会員で

なく、勉強や知識を含めて真のロータリアンに成

るよう努力して下さい。 
〇月信調べで 
    一般の日本人にロータリアンを知ってい

ますか？  問いに対して 
知っている…日本人      33％ 
      アメリカ人    71％ 
      オーストラリア  87％ 
 日本ではロータリーの広報、PR がいかに不足し

ているかの数字です。ロータリーの地域社会での

イメージ UP 或いは身近なロータリー活動を PR す

れば会員増強にも関連して来ると思われるわけで

す。 
第 2 部として 3 委員会に分かれて分科会広報委

員会の役割として 
〇 ロータリーの地域社会でのイメージ UP 
〇 クラブの活動やプログラムを会員だけでなく

地域の人々やメディアの人にも知って もら

うように…。 



そして地域の人々と良い関係を作って置く事で

あり、例会や親睦のためだけでなく「事前の報を

手がけて地域との良きネットワークを作れ」 
各クラブの発表では、各クラブの奉仕活動の発

表等がありましたが、特別なアイデアは出てきま

せんでした。又、週報作成の苦労話はありました

が、地区でまとめてインターネットでの配信を望  
んでいました。（浅田バストガバナー補佐）最後

に本庄クラブでも「ロータリーの友」等大変無駄

になっています。（1 人年間 2,500 円支払い）余っ

た雑誌を図書館、病院（待合室）、銀行等に置い

てもらってロータリーへの理解と PR に役立てた

ら、有効かと思います。各会員の面白い週報への

投稿もお願いします。（趣味、旅行 etc）   
 

国際奉仕委員長 戸谷清一委員長 

 
 
７月２１日岡崎会長と共にセミナーに参加して

参りました。 
１．難民問題についての支援策について 

各人千円程の寄付を検討したい。 
２．里親制度への支援について 

本庄 RC では既に茂木正さんが成られている。

里親制度への登録をお願いしたい。 
３．ネパ－ル学校建設 

茂木正氏と金子章氏が１０月にネパールへ行

く予定になっています。本庄 RC としても積

み立てを行い学校建設を検討してほしいです。 
４．日豪青年相互訪問派遣団の募集について 

来年３／８から３／２２の１５日間に実施 

されますのでご案内、募集をお願い致します。 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

〔ニコニコＢＯＸ〕 坂本雄一委員長 
        
岡崎正六会員 
「田中さんご苦労様です。宜しくお願いいたしま

す。」 
 
塚越 茂会員 
「残暑お見舞い申し上げます。」 
 
萩原達夫会員 
「過日は五州園前橋のアメイジンググレースオー

プンセレモニー皆様お忙しい中出席ありがとうご

ざいました。」 
 
真下恵司会員 
「会員増強、協力お願いします。一人一名で

す。」 
 
戸谷清一会員 
「国際奉仕委員会の報告申し上げます。 
① 地震対策支援お願いします。 
② 里親制度のご参加お願いします。」 
 
「田中学様 卓話よろしくお願いします。」 
田中 克 武井包光 矢島淳一 岡崎正六 
岩淵富男 茂木 聡 下山正男 戸谷 丈 
野村正行 渋谷修身 巴 高志 内野昭八郎 
温井一英 坂本優蔵 坂本雄一 古瀬末雄 
中村 孝 佐藤賀則 金子 弘 小此木利明 
松原幹男 橋本恒男 春山茂之 八木茂幸 
茂木 正 金子 章 狩野輝昭 井下 典 
竹並栄一郎 岡芹正美 野沢章夫 澁澤健司 
 
 
本日投入金額合計 38､000 円 
 
プログラム委員会   渋沢健司委員長 
次回のプログラムは、拡大増強月間の締めくく

りとして会員紹介カードを持ち寄り、皆さんで

楽しい RC について語り合いたいと思います。 
 

〔出席委員会〕      坂本優蔵委員 
 

 

会員数
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７４名

 

８名 

 

６６名 

 

４５名 
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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


