
 

《本日の例会》 
 
 
  
 
 

 

進 行 藤井 仁 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 

    四つのテスト 

童 謡 雪 
   
〔会長挨拶〕      岡崎正六 会長 

 
 皆様今日は。先週職業奉仕委員会主催の会社訪

問を当クラブ会員であります坂本優蔵さんにお世

話になりました。すばらしい会社を案内頂き有難

うございました。 
2月も残すところ１０日余りになりました。地
区セミナーが目白押しに開催されます。関係する

委員会の皆さん出席よろしくお願い致します。 
本日のお客様の紹介を致します。むさしパイロ

ットクラブ会長牧野裕子様、次年度会長予定者宮

脇いずみ様です。主な活動として施設の方々と、

地域の皆様たちとの架け橋となる社会奉仕活動を

展開されており、すばらしいクラブであります。

後ほど卓話をお願い致します。 

２月１４日、第４グループ会長幹事会が上里 RC。
児玉 RCのホストの小菊で開催いたしました。IM
の報告、地区大会への全員登録、出席のお願い、

GSE来日団員スケジュールの案内、地区特別委員
会委員長、栗山昇様より CLPの卓話等もあり大変
盛り上がりました。 
昨今日本経済が不安定の中、オイルの値上げに

始まり、輸入食の問題、また、鉄鉱石の大幅値上

げと我々の生活に今後大きな負担が生じ，消費が

鈍り経済不安が心配です。中小企業には厳しい経

済戦争に生き残れるかどうか大きな試練に立たさ

れています。情報交換を密に前向きに行動し頑張

りましょう。 
 
〔幹事報告〕    矢島淳一 幹事 

 
皆様、今日は。幹事報告を申し上げます。はじ

めに、入り口の前のテーブルに地区大会のパンフ

レットとＩＭの報告書をおいてあります。お持ち

帰りになってください。次に、2008 年プロ野球公
式戦「埼玉西部ライオンズ対巨人軍」のチケット

協力依頼が本庄市より来ています。社会奉仕委員

会にて担当していただくようになるとおもいます

が会員皆様のご協力をお願い申し上げます。「友

インターネット」323 号が届いています。非営利
財団 グーグルよりポリオ撲滅に 350 万ドル寄付
の記事が掲載されています。「本庄市社協だより

ハート＆ハート」第 9 号、「Ｌet’s!ぼらんてぃ
あ」が届いています。回覧いたしますのでご覧に

なってください。 

 
ロータリー理解推進月間 

 
卓 話 
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ロータリーは分かちあいの心 
 



〔地区報告〕 
拡大増強委員会   佐藤賀則 会員 

 
 2/16（土）10：30～12：30坂戸グランドホテル
にてクラブ奉仕部門セミナー「拡大増強」がござ

いました。 
 第 2770地区ガバナー、中村靖治様の（吉川イブ
ニング RC）の卓話があり、スライドによりロータ
リーの歴史を初めとする講話を頂きました。 
会員増強につきましては、増強委員会だけでな

く、会長・幹事が先頭になりクラブ全体で取り組

む。新入会員に対するフォローアップをし、退会

防止に取り組む。今後は、20名以下のクラブの合
併どうこうも起こりえる。等クラブ奉仕全般につ

きまして、大変貴重な卓話でありましたことを、

報告致します。 
 
ロータリー財団委員会 杉山淑子 会員 

 
２月１６日(土)「ロータリー財団セミナー」に行
って参りました。ロータリー財団の３つのプログ

ラムについてお話があり、特に印象的だった事は

ポリオ・プラス・プログラムの事でした。現在限

り無く撲滅に近づいてはおりますが、まだ発症例

が見られます。世界中の子供達が健やかに生きて

行ける事を願いつつ、この活動を推し進めたいと

思いました。 
 次に教育的プログラムについては、ＧＳＥ、ロ

ータリー財団国際親善奨学生の派遣世界平和フェ

ローについてのお話、ロータリー財団学友の方の

報告等ぜひ皆様に聞いて頂きたいお話でした。こ

のセミナーでロータリー財団に寄付する事の意義

を感じながら帰って参りました。 
 今後ともロータリー財団委員会にご協力よろし

くお願いいたします。 
 
 

カウンセラー  中村 孝 会員 

 
折原愛美さん今月の活動状況 
① 健康状態 健康状態は良好です。 
② 通学と勉強の状況 通学は弟も同じ学校の 7th
なのでお父さんが車で送ってくれています。

30 分程の距離です。最近は一番苦手な U.S 
HISTORY の宿題もなんとか自分でできるよう
になってきましたし、ほかの教科も以前に比

べたら少しずつではありますが、理解するの

が簡単になってきました。 
③ 家庭の生活 今はもう本当にこの家族になん
でも言えるようになりました。みんなで毎日

楽しい生活を送れていると思います。 
④ ロータリーの行事 先週末に Tulsa というと
ころで大きなミーティングがあり、すごくい

い経験となりました。 
⑤ カウンセラーとの会合 会合は 2、3か月前に
したきりです。 

⑥ その他 （スポーツ、会合、旅行等の体験、
質問、提案等、何でも思いつく事） 

先週末のロータリーのミーティングでは 174人の
留学生、34カ国でした。これが最初で最後の大き
なミーティングで、すごく楽しかったです。いろ

いろな人と出会って話して、こんな経験は滅多に

はできないので本当にロータリーはすごいなあと

改めて思いました。 
 

加藤玄靜ガバナーノミニー 

 
 
 
 
 
 
 
 



〔委員会報告〕 
雑誌記録委員会  町田国彦 副委員長 

 
良い雑誌がたくさんありますので、皆さん読ん

で下さい。 
 
下山正男 会員 

 
米山功労者 
佐藤賀則会員に感謝状を進呈する。 
 
奨学生 
奨学生氏名：干 潔 YU JIE(ﾕｰ ｼﾞｪｰ) 
性 別  ：女 性 
国 籍  ：中 国 
生年月日 ：1983年 9月 26日 
大学名  ：早稲田大学 
奨学期間 ：2008年 4月～2009年 3月 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

〔卓 話〕 
パイロットクラブ  牧野裕子 会長 

 
この度は本庄ロータリークラブにお招きを頂ま

して有難うございました。あいにく金子ガバナー

が出席出来ず申し訳なく思っております。 
 
私共の所属致します、むさしのパイロットクラブ

のこと、日本ディストリクトのこと、パイロット

インターナショナル本部のことをお話させて頂き

ましたが、奉仕活動を主とする同じボランティア

団体であることを実感致しました。 
 
大勢の会員と積極的な活動、そして素晴らしい沢

山の企画に感嘆致しました。 
クラブに持ち帰りお話をさせて頂きます。これ

を機に是非会員同士の交流会を持ちたいと願って

おります。 
 
パイロットクラブ  

 宮脇いずみ 次年度会長 

 
 

 
 
 
 



  
出席率 

 
〔ニコニコＢＯＸ〕 
 
加藤玄靜 会員 
「金子会員いよいよ会長エレクト研修会ですね。 
2月 23日の研修がんばって下さい。」 
 
戸谷清一 会員 
「ケーブルテレビ街づくり本庄市議会が 2月 27日
より始まります。よろしくお願い申し上げま

す。」 
 
「むさしのパイロットクラブの会長牧野裕子様、

宮脇いずみ様、本日の卓話よろしくお願い致しま

す。」 
 
岡崎正六 矢島淳一 武井包光 坂本雄一 
戸谷 丈 下山正男 温井一英 金井福則 
巴 高志 渋谷修身 田中 克 古瀬末雄 
野村正行 佐藤賀則 橋本恒男 中村 孝 
高柳育行 町田国彦 金子 弘 岩淵富男 
春山茂之 中島高夫 五十嵐敦子 内野昭八郎 
井下 典 梅村孝雄 茂木 聡 関口礼子 
澁澤健司 岡芹正美 竹並栄一郎 杉山淑子 
 
本日投入金額合計 34､000 
 
 
 
 
次回プログラム 
第四例会（夜間） 45-31 第 2183回 
日時：2月 28日（木曜日）PM6時 30分 五州園 
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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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