
 

《本日の例会》 
 
 
  
 
 

進 行 田中 克 ＳＡＡ 

点 鐘 午後 12 時 30 分 岡崎正六 会長 

国 歌 君が代 

ソング 奉仕の理想 

 

〔会長挨拶〕      岡崎正六 会長 

  
皆さん今日は。会社等に於いてはゴールデンウ

イーク１１連休の所もあるようです。休日の方は

出席有難うございます。本年度も残すところ２ヶ

月となりました。また次年度がスタートしており

ます。本年同様ご協力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。国際交流協会

会長 茂木多美子様、国際交流協会事務局長 中

田啓一様、埼玉県宅地建物業取引協会本庄支部長 

三宅健吉様（当会員）、交換学生 ポール・C・
キスリング君の方々です。 
 
 
 
 
 

役員、理事会の報告 
１、 創立４５周年記念特別例会会計報告、

八木茂幸実行委員会事務局長より報

告、承認。 
２、 地区副幹事推薦について、真下恵司

会員満場一致で承認。 
３、 真下恵司増強拡大委員長より、２名

の入会推薦者の紹介があり一連の手

続を早急に進め、できれば６月の第

一例会に入会式を行うことで承認。 
４、 温井一英社会奉仕委員長より、ボー

イスカウト、社会福祉関連に活動費

の贈呈の件承認。 
５、 中島高夫親睦委員長より、さよなら

パーティの立案の報告。 
  
 今回の役員、理事会にて真下恵司会員が地

区副幹事を受けて頂き、本当に有難うござい

ました。早速地区に報告いたします。加藤玄

静ガバナーノミニー、真下恵司地区副幹事、

茂木正オンツウ委員長の三本柱が揃いました。

いまから本庄 RC一丸となり盛り上げて頂き
ますようお願いを致します。 

 
〔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。 
本日、国際交流協会より出来上がった英語版の

生活ガイドブックをお持ちいただきました。数に
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限りがございますが、ご希望の方は正面のテーブ

ルに置いてありますのでお持ち帰りください。さ

きたま古墳群を世界遺産に登録を目指している

「世界遺産サポーターの会」鈴木秀憲会長より入

会協力のお礼状がとどいています。 
Rotarian, ロータリーワールド、国際交流協会イ
ンフォメーションより語学講座のお知らせ、社会

福祉協議会会報「Le’t ぼらんていあ」などのお知
らせが届いています。お礼状とともに回覧いたし

ますのでご覧になってください。 
以上で本日の幹事報告を終わります。ありがと

うございました。 
 
 五月の誕生祝い・結婚祝い 
親睦委員会  中島高夫 委員長 

 
5月誕生祝い 

 
 石原輝弥 会員   今泉憲治 会員 
 春山茂之 会員   金沢喜作 会員 
 野村正行 会員   金子 章 会員 
 澁澤健司 会員   岡芹正美 会員 
 加藤玄静 会員   内野昭八郎 会員 
 金井直樹 会員   
  
5月結婚祝い 

 

 巴 高志 会員   坂本優蔵 会員 
 加藤玄静 会員   岡芹正美 会員 
 塚越 茂 会員   中村 孝 会員 
 渋谷修身 会員   金子 章 会員 
 金井直樹 会員   関口礼子 会員 
2008～2009年度 地区副幹事 

真下恵司 会員 

 
次年度地区副幹事を配命いただきました。 
加藤ガバナー年度がスムーズに運営出来ますよう 
勉強いたしますので、皆様方も絶大なご協力ご指

導をお願い申し上げます。 
 

交換留学生 ポール・C・キスリング君 

 

 
 



〔地区報告〕 
ＧＳＥ歓送会 国際奉仕委員会   

橋本恒男 副会長 

 
去る４月２６日（土）PM6：00～PM8：00の予
定で新座市の会場で GSE の歓送会が行われました。
本庄 RCからは茂木聡地区役員、杉山淑子財団委
員長と私の三人で出席致しました。会話は全て英

語で大変有意義のあるインターナショナルの歓送

会でした。 
 

〔委員会報告〕 
親睦委員会 中島高夫 委員長 

 
５月２２日移動例会の説明 
 

本庄市生活ガイドブック英語版贈呈式 
国際奉仕委員会 戸谷清一 委員長 

 
高柳会員、橋本会員、三宅会員をはじめ本庄ロー

タリークラブの皆様のおかげで、本庄市ガイドブ

ック英語版１０００部の発行に協力することがで

きました。こころより感謝申し上げます。 
埼玉県宅地建物業取引協会 金５０，０００円 

本庄ロータリークラブ 金５０，０００円 
 

 
国際交流協会 茂木多美子 会長と国際交流協会

（本庄市役所秘書室）中田啓一 事務局長 
 

国際交流協会 茂木多美子 会長 

 
本日は、本庄市国際交流協会の「本庄市暮らし

のガイド」(英語版)の発行にあたりご寄附をいた

だき、誠にありがとうございました。本庄ロータ

リークラブさん、埼玉県宅地建物取引業協会本庄

支部さんのご協力により、本庄市暮らしのガイド

もポルトガル語版、中国語版、英語版が揃いまし

た。改めて厚く御礼を申し上げる次第です。この

「暮らしのガイド」に掲載した生活情報は、必ず

や市内に在住する多くの外国人の生活支援になる

ものと確信しております。 

さて、今年はブラジルとの交流１００年を祝う

日本ブラジル交流年にあたり、記念硬貨の発行や

各地でイベントが開催されるそうです。本庄市に

は、現在約１４００人のブラジル人が外国人登録

をしており、埼玉県内で最もブラジル人の多い地

域になっています。本庄市国際交流協会も市内在

住の多くのブラジル人と、より友好を深められる

ような交流事業を計画してまいりますので、引き

続きご協力をお願い申し上げます。 

また協会では、日本人と外国人が共に幸せに暮

らせる共生社会をめざし、今後もいろいろな事業

に取り組んでまいりますので、より一層のご指導

ご鞭撻をお願いいたします。本日はありがとうご

ざいました。 
 
 
 
 
 
 



〔卓 話〕 
「本庄ロータリーに入会して」  

金井福則 会員 

 
皆さんこんにちは、昨年ロータリー入会しまし

た金井福則です。宜しくお願い致します。 
 ロータリーに入会しまして、入会前から大変お

世話になった方々が数多くいらしゃるので、驚い

たしだいです。一番古くからお世話になっていら

しゃる方は、立石さんで３５年前の中学生時代で 
す。立石さんの塾でお世話になりました。そして

青年会議所時代の先輩の方々、また各団体での活

動等で大変お世話になりました。これからは、ロ

ータリーでまた大変お世話になります。今後も宜

しくお願い致します。 
 本日は、私の仕事についてお話をさせて頂ます。

今から２７年前学生時代に映像制作を立ち上げま

した。それは資本が無くこの資本主義に戦うには

技術だと思い立ち上げました。ところが技術革新

の一番激しく、また職業的に資本も大変掛る職種

でありました。それはランチェスターの法則の中

に、一つ商品が市場で７３.８８％を超えると別の
商品が生まれる法則で（ベータ・ＶＨＳ・８㎜・

ＤＶ・ＤＶＤ・ＨＤハイビジョン・ブルーレイデ

ィスク）等のメディアであきらかです。ならばメ

ディア等を使用しない映像制作をと数年前より考

え準備し、今年の１月より正式にＷＥＢで世界の

名車映像を全世界へデジタルハイビジョン配信が

スタートする事が出来ました。今後は、オートバ

イ・動物・世界の風景等２０１１年の地デジまで

に配信を行ないたいと考えています。また、壁紙

に映像が流せる時代がもうすぐ来ます。そうした

ら全世界の美しい夜景や山、川等をライブ感覚で

配信を行いたいと思います。いずれも全世 
界共通のコンテンツ配信事業を手がけていきたい

と考えています。 
 既存の仕事としては、幼稚園、小学校、中学校、

高校等の発表や催しもの映像制作や、企業のＰＲ、

販売ＰＲビデオ及びＤＶＤ等を制作しています。

また、企業のホームページより映像配信事業も行

っています。これからは、ホームページの写真が

いずれ動画配信になって行きます。今後皆様方よ

り映像制作等のご要望がありましたら宜しくお願

い致します。 
 最後に、皆様方もしくは知り合いの方で、珍し

い自動車及びオートバイ等お持ちの方がいらした

らご紹介の程宜しくお願い申し上げます。 
 是非、自動車に興味がある方は、有料になりま

すが一度ご覧ください。  
ｎｃｐ－ｊａｐａｎ.ｃｏｍ 
 
〔クラブ協議会〕 
ＣＬＰについて 渋谷修身 直前会長 

 
特別委員会 構成表 

 
委員長 渋谷修身 会員 
委 員 加藤玄靜 会員 
委 員 岡崎正六 会員 
委 員 金子 弘 会員 
委 員 田中 克 会員 
委 員 八木茂幸 会員 
委 員 五十嵐敦子会員 
委 員 温井一英 会員 
委 員 戸谷清一 会員 

委 員（事務局）茂木 聡 会員 
以上１０名 

 
 
出席率 

 
〔ニコニコＢＯＸ〕 
 
飯塚明男 会員 
「暑くなりました。体調をくずさないようにしま

しょう。」 
 
藤井 仁 会員 
「ニコニコ委員会のみなさま、ご苦労様です。」 
 
石原輝弥 会員 
「早退させていただきます。」 
 
「金井福則会員、本庄ロータリーに入会しての卓

話、宜しくお願いします。」 
 
岡崎正六 矢島淳一 今泉憲治 金井福則  
坂本雄一 竹並栄一郎 下山正男 田中 克 
橋本恒男 温井一英 八木茂幸 渋谷修身 
五十嵐敦子 内野昭八郎 巴 高志 澁澤健司 

 

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 

 

７３名 

 

８名 

 

６５名 

 

４１名 

 

６９.２％ 



野村正行 中島高夫 戸谷清一 春山茂之 
立石秀寿 梅村孝雄 金子 弘 町田国彦 
佐藤賀則 茂木 聡 武井包光 小此木昭二 
中村 孝 高柳育行 
 
 

本日投入金額合計 33､000 
 
 
５月のメニュー 
５月８日 
洋 食 カレーライス 
 
５月１５日 
和食弁当 焼き物 鯵幽庵焼き 
     酢の物 かにクラゲ和え 
     焚 合 海老と野菜の玉〆 
         茄子オランダ煮 
         ひろうす 
     ご飯、味噌汁、香の物 
 
 
次回プログラム 
日時：5月 8日（木曜日） 
第二例会 45-41 第 2192回 
山根ガバナー補佐訪問 
「卓話」本庄ロータリーの思い出 会員氏名未定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
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 


