
 

《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 我等の生業 

童 謡 こいのぼり 

お客様 第 2570 地区第４グループガバナー補佐 

山根益男 様 

 

〔会長挨拶〕      岡崎正六 会長 

  
皆さん今日は。長い連休も終わり体調を戻すの

に一苦労です。目的もなく過ごすのも大変な事で

す最近は特に考えさせられます。 
本日午前１時４５分頃大きな地震がありました

日本海から太平洋にかけ大きなナマズが暴れてい

るようです。備えあれば憂いなし、の諺がありま 
す充分気をつけましょう。また、日本の景気も雲

を掴むような話ばかりで、先の見通しもつきませ

ん、本当に大変な時代になってきました。安心し

て暮らせる様、国は現実を見極め行動して戴きた

いものです。 

本日のお客様、山根益男ガバナー補佐です。５

回目の訪問です、先ほど別室にて、会長、幹事同

伴で一年間の採点をして頂きました。過分な評価 
を戴きました。会員皆様のご協力の賜物と感謝い

たします。私たちもすばらしい山根益男ガバナー

補佐に一年間ご指導いただき、また、楽しくお付 
き合いできました事を感謝いたしております。今

後共地区のため頑張って下さい。後ほど卓話をお

願い致します。古瀬末雄パスト会長さんには、本

庄 RC創立４５周年（在籍４０年）記念にちなん
での卓話をお願い致します。 

 
〔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。 
本日は、山根ガバナー補佐ようこそ本庄ロータ

リークラブへお越しくださいました。大変ご苦労

様です。山根ガバナー補佐お膝元の秩父ＲＣホス

トで 10 日（土）10 時より「ロータリーの森奉仕
活動」が開催されますが秩父ＲＣ須田結花梨会員

より当日よろしくお願い致しますとのメールが届

いています。なお、本庄ＲＣからは武井、田中、

下山、坂本、矢島のメンバーで伺う予定となって

います。 
「学友会ニュース」08―4 月号が届いています。
毎月Ｒ財団国際奨学生の報告や近況を伝えていま

すが今回は所沢ＲＣ推薦の富井幸雄さんについて

の記事です。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。 

 
雑誌月間 

 
卓 話 

国際ロータリー第2570地区 第4グループ 

本 庄  
ロータリークラブ会報 
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ロータリーは分かちあいの心 
 



〔挨 拶〕 
加藤玄靜ガバナーノミニー 

 
秩父ロータリークラブより、山根ガバナー補佐に

は五回に渡る来訪を賜り感謝申し上げます。 
 近年ロータリー存続に係る諸問題が山積みされ

る中、地区では BLP（地区リーダーシッププラ
ン）、クラブでは CLP（クラブリーダーシッププ
ラン）が採用され変革に対応しております。その

意味においてもガバナー補佐の役割は非常に大切

であります。 
 先般の理事会で承認されました、地区副幹事真

下恵司会員、Onto委員に茂木正会員の温かい友情
には心より御礼申し上げます。 
 合わせて会員の皆様、事務局の皆様には御支援、

御協力をお願い致します。 
 
〔委員会報告〕 
世界社会奉仕委員会 岩渕富男委員長

 
● 支援者の代わりに、当協会が奨学里親となっ

て、里子を支援させていただきます。 
● 年一回、どの里子からの手紙になるかわかり

ませんが、当協会の支援する里子からの手紙

（写真･翻訳文付）が届きます。毎年違う子供

からの手紙になります。 
● 支援者が、里子宛に手紙を書くことは出来ま

せん。 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロータリーの友より 
雑誌記録委員会  巴 高志 委員 

 
ロータリーの友 ５月号の紹介 
１． RI会長メッセージ 
アメリカ本土でも会員の減少がみられる中、

会員一人々が毎年一人の新会員を入会させる

責任があると言っております。 
２． 最初の記事は、ロータリー青少年指導者養

成プログラム（RYLA）についての座談会 
の記事です。 

３． RI指定記事では、アメリカ疾病対策センタ
ー（CDC）所長のガーバーディング博士のイ
ンタビュー記事です。博士はロータリーから

ポリオ撲滅チャンピオン賞を受賞しています。 
４． 新樹の声では、初めての国際大会に参加し

て、として東京恵比寿 RCの新入会員の 
西川裕美子さんがコメントを出しております。

彼女が入会した日に私は、このクラブにメイ

キャップしていました。 
国内の記事 

A. 「言いたい聞きたい」のコーナーで、禁煙が
できたのはロータリーのおかげと言う記事が

ありました。禁煙を考えている方はご一読下

さい。 
B. 「友愛の広場」では、パストガバナーの鈴木
勲二さんが瞼の父と題して心温まる記事を紹

介しております。 
C. 「ロータリーアットワーク」では、そば・う
どん例会として先日地区大会のあった入間南

ロータリーの楽しそうな例会が紹介されてい

ます。 
以上、皆様も雑誌での興味ある記事だけでも毎月

ご覧ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



〔卓 話〕 山根益男ガバナー補佐 

 
この１年間、石川ガバナーを籠に乗せて頂き、

また、その籠を、皆様に担いで頂き、大変ありが

とうございました。私は、皆様のわらじを作れた

かどうかは解りませんが、自分自身、精一杯、こ

の１年を駆け抜けたつもりです。皆様のご支援に、

心より御礼申し上げます。特に、秩父で開催しま

したＩＭには、全員登録をして頂き、重ねて御礼

申し上げます。ありがとうございました。 
 本庄ロータリークラブには、すばらしい人間味

をもって、ロータリー活動に真摯に取り組む岡崎

会長とその補佐をする矢島幹事のコンビに、至る

ところでご支援、ご助力を頂き、心より感謝致し

ております。 
 この１年を振り返りますと、２年前の７月に、

秩父ロータリークラブより、ガバナー補佐として

推薦され、８月１日に、ガバナー補佐を、先輩諸

氏の強い圧力でお引き受けしたわけですが、当初

は、不満で満ち溢れていました。既に、地区大会、

ＩＭ、周年式典の事務局として、また、幹事を２

回、そして会長も経験していましたので、私とし

ては、十二分に、秩父クラブに貢献してきたとい

う強い気持ちを抱いていました。ただ、当初のそ

の強い不満も、時間の経過と共に薄くなり、今は、

ガバナー補佐を受けて良かったかなー、と思い始

めています。ただ、次年度からは秩父の山々の中

に戻ろうという気持ちは更に強くなっています。 
２００７－８年度の、国際ロータリーのウィル

キンソン会長のテーマは「ロータリーは分かちあ

いの心」であります。皆様は、既に何度も聞いて

覚えていると思いますが、「分かちあいの心」と

は「自分自身に不要となったものを施すことでは

なく、人のために、我を忘れて自らを捧げるこ

と」とウィルキンソン会長は申しています。 
 私自身、この１年間、我を忘れて自らを捧げた

つもりであります。ただ、奥さんからは、「人の

ために、我を忘れて自らを捧げたかもしれないけ

ど私のために、我を忘れて自らを捧げてはいない

（時間ですから誤解のありませんように！）」と

言われていまして、次年度は、多少ロータリーを

犠牲にしても、充分に奥さん孝行をしようと思っ

ています。又、これからも、ＩＭ、地区大会、特

に本庄ロータリークラブからは、次次年度に加藤

玄静ガバナーが誕生します。その地区大会でも皆

様にお会いできることと思いますが、その時には

ぜひ、声をかけて下さい。そのことをお願いし、

この１年間に頂きました皆様のご支援に感謝を申

し上げまして、最後の挨拶とさせて頂きます。こ

の１年間、大変ありがとうございました。 
 
本庄ＲＣ創立４５周年に思うこと 

古瀬末雄 パスト会長 

 
 本庄 R・Cの創立 45周年を記念して、古くから
のロータリアンにクラブの歴史について話をして

欲しいとの事でした。実は私より先輩の戸谷さん

と石原さんを差置いてお話をするのはどうかなと

思いましたが、取敢えずお引受けしました。 
 先ず私が入会した頃は先代の会長が健在でロー

タリーの会場も修養の場の感がありました。クラ

ブの歴史で印象に残るのは、ガバナーを出した年

度の事です。又、交換学生を引き受けた頃のクラ

ブ内の様子です。 
 私はロータリーの会員としては、不易流行と云

う議を考えて参りました。又、多勢の友達を得て

大変幸せであります。今後、会員の皆様のご幸福

とクラブの発展を祈念します。 
長い間有難うございました。 
 
〔謝 辞〕髙橋福八 パストガバナー 

 
 山根第 4グループガバナー補佐本日は有難うご
ざいました。山根さんはガバナーの務まる人材で

す。5年後のガバナーをよろしくお願いします。 
 古瀬さんは 84才、例会出席のために東京から関
越道を車で運転してのご出席です。 
長年商工会議所の監事としてお世話になりました。  
 いつまでもお元気で仲間をご指導の程よろしく

お願いします。 
 



 
 
「ロータリーの森奉仕活動」 

 
出席者 
矢島淳一幹事、武井包光会員、田中 克会員、 
下山正男会員、坂本優蔵会員 
 
 
 
 
出席率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔ニコニコＢＯＸ〕 
山根益男 様 

「１年間、ご支援を頂きありがとうございました。

本庄ＲＣの今後益々のご繁栄を祈念致します。」 
 
加藤玄靜 会員 
「次年度地区役員就任してくださいました、真下

恵司会員、茂木正会員に感謝申し上げます。」 
 
「第 2570 地区第４グループガバナー補佐の山根益

男様、本庄ロータリーにようこそいらっしゃいま

した。」 
 
岡崎正六 矢島淳一 今泉憲治 坂本雄一 
浅香 匡 武井包光 岩渕富男 田中 克 
金井福則 山田喜一 下山正男 萩原達夫 
坂本優蔵 澁澤健司 茂木 聡 関口礼子 
古瀬末雄 梅村孝雄 佐藤賀則 真下恵司 
中村 孝 
 
「古瀬会員、本庄ＲＣ創立４５周年に対しての卓

話よろしくお願いします。」 
 
岡崎正六 矢島淳一 橋本恒男 野村正行 
内野昭八郎 巴 高志 竹並栄一郎 渋谷修身 
春山茂之 金子 弘 温井一英 黒岩三雄 
松原幹男 町田国彦 五十嵐敦子 岡芹正美 
杉山淑子 
 

本日投入金額合計 41､000 
 
 
 
次回プログラム 
日時：5月 15日（木曜日） 
第三例会 45-42 第 2193回 
担当 社会奉仕委員会 温井一英 
   ボーイスカウト協会金贈呈式 
   社会福祉協議会へ協力金贈呈式 
卓話 埼玉県神社庁参事 前原利雄様 
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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 
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