
 
 

 

《本日の例会》 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

進 行   竹並栄一郎 ＳＡＡサブ 

点 鐘   午後１２時３０分 渋谷修身 会長   

国歌斉唱 「君が代」  

ソング   ｢奉仕の理想｣ 

来訪者  青少年交換来日学生 ナターリアさん 
 
 
〔会長の時間〕    渋谷修身 会長 
 

          
 皆様こんにちは。 
 今年度も残す所１ヶ月となり

ましたが、引き続き御協力を

賜りますようお願いいたしま

す。 
 先月の親睦旅行には、大勢

の皆様の御参加を頂きまして

有難うございました。又、親睦委員会のメンバー

には大変ご苦労様でした。ご苦労ついでに 終の

サヨナラパーティも宜しくお願いいたします。 
 さて今週と来週はクラブ協議会を開催しまして

この一年間の全委員会の事業報告が行われます。

各委員長さん宜しくお願いいたします。 
 今日の理事会に於いて、後藤芳生会員よりこの

６月で退会したい旨の届けが出ておりましたのが 
承認されました。 
 もう１つは髙橋福八パストガバナーより提案が

あり、理事会として承認された事があります。そ

れについては髙橋さんより報告して頂きます。 

 
報 告     髙橋福八パストガバナー 
 

只今、渋谷会長より話が

ありました件ですが、今年

度私がガバナーの指名委員

長をしておりますが、今年

度第４グループからガバナ

ーを選出することが決定い

たしました。 
 ガバナー指名委員会で当クラブの加藤玄静会員

の名前が候補として挙がりましたので、渋谷会長

に報告し、本日の理事会にて承認頂きました。 
理事会で承認された後、全体会にて承認を得る

段取りとなりますので、渋谷会長から皆さんにお

計り頂きたいと思います。 
 
渋谷修身 会長 
 
 本日の理事会で加藤玄静会員の３年後のガバナ

ーとして推薦することが承認されました。 
本日の例会で計りたいと思います。・・・・ 
圧倒的な賛同の拍手を頂きましたので皆様に承

認された事とします。ありがとうございました。 
 
加藤玄静 会員 
 

 突然の事ですので、ここで

即答は出来ません。数名の人

と相談して早めに髙橋さんに 
ご返事させて頂きます。 
 ご推薦有難うございました。 
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〔幹事報告〕     佐藤賀則  幹事 
                   

 
・坂本勇蔵さんの入会の件   

ですが５月の理事会で承認  
され、その後諸手続きを完 
了しましたので報告させて 
頂きます。 
推薦人は武井包光会員です。 
 

・ 恵比寿ロータリークラブの渡辺美佐さんより

ミュージカルのご案内が届いております。 
・ 地区協議会の報告書が届いております。 
・ ザ・ロータリアンが届いております。 
・ 日豪青年相互訪問派遣団の報告書が届いてい

ます。 
・ ロータリーの友インターネット速報が来てお

ります。 
・ 本庄市国際交流協会より７月１日富士山バス

ツアーのご案内が届いております。 
・ 本日午後６時３０分より新旧合同理事会が埼

玉グランドホテルで開催されますので宜しく

お願いいたします。 
 
 
〔挨 拶〕 青少年交換来日学生 
           ナターリアさん 

今日は皆さん。 
 私は日本に来て１０ヶ月経ち

ました。あと１ヶ月ちょっとし

かないです。もう寂しくなって

きました。７月２０日ブラジル

へ帰ります。でも帰りたくない

です。 
 ５月１２日～１３日まで佐藤さんのお母さんと

お父さんとゆんちゃんと旅行しました。富士山の

近くへ行きました。 初の日ドッグミーティング

へ行ってきました。とても楽しかったです。次の

日富士山の一番高い所まで車で登りました。雪が

まだあったので寒かったです。でもきれいで素晴

らしかったです。 
 ５月１７日、藤の花を家族で見に行きました。

とてもきれいでした。私は初めてみました。色も

可愛かったです。 
 ６月１９日、私は佐藤さんのお父さんの会社に

行って着物を着せてもらいました。写真も撮って

もらいました。私は日本の文化にふれることが出

来てとてもうれしかったです。 
 ５月２４日、ロータリーの旅行に一緒に連れて

行ってもらった。本当にありがたいと思います。

皆と会って一緒にお昼ごはんを食べて、良いミュ

ージカルを見て本当に楽しかったです。 
 ６月２日、私は横浜のシーパラダイスへ行って

きました。いっぱいイルカを見ました。ジェット

コースターもいっぱい乗れました。あじさいが咲

いていました。きれいなお花です。 

 昨日、学校の友だちと一緒に書道をやりました。

とても面白かったです。私は日本語で書きました。

友だちはポルトガル語で書きました。むずかしか

ったです。私は日本でいっぱい思い出が出来まし

た。 
 これからもどうぞ宜しくお願いいたします。ど

うもありがとうございました。 
 
 
親睦委員会      金井直樹 委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［６誕生祝］ （敬称略）      
 
 五十嵐敦子 三宅健吉 町田国彦 狩野輝昭 

竹並栄一郎 温井一英 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
・代表挨拶     町田国彦 会員 

         
誕生祝いの本当に美味しい 

ハムを有難うございました。 
代表してお礼させて頂きます。 
 私より年輩の人達の負けな

いようにこれからも頑張りま

すので、皆さん宜しくお願い

申しあげます。 
  
  
［６月結婚祝］（敬称略） 

 
 渋澤健司 金井福則 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・代表挨拶       渋澤健司 会員 
 

「夫婦は一対の反射鏡」相

手を直そうとしないで自分が

直さなくてはいけないと言う

ことだそうです。 
初心に戻って、自分自身が

変わって末永く今後も頑張っ

て参りたいと思います。 
 有難うございました。 

 
 
 

 
〔ニコニコボックス〕 塚越 茂 委員長 
 

                （順不同・敬称略） 
 

 

今日は第一例会です。渋谷・佐藤年度も終わり

に近づきました。クラブ協議会よろしくお願いし

ます。 

（同文にてご投入頂きました） 
 

渋谷修身 坂本雄一 武井包光 浅香 匡 

梅村孝雄 下山正男 立石秀寿 三宅健吉 

岡芹正美 萩原達夫 野村正行 野澤章夫 

茂木 正 岡崎正六 佐藤賀則 金井直樹 

中島高夫 塚越 茂 松原幹男 岩本英人 

真下恵司 田中 克 石原輝弥 井下 典 

金子 弘 茂木 聡 古瀬末雄 戸谷 丈 

矢島淳一 高柳育行 山田喜一 杉山淑子 

中村 孝 

 

髙橋福八 
 今日はクラブ理事会に出席させていただきまし

た。有難うございました。 
 
加藤玄静 
 理事会欠席して申し訳けありません(職業奉仕の

為) 
 
町田国彦  
 誕生祝に美味しいハムを有難うございます。 
 
竹並栄一郎 
 誕生祝有難うございます。 
 
飯塚明男 
 今日はクラブ協議会です。雑誌、記録委員会委

員長飯塚明男です。よろしくお願いします。 
  
 
 
 
本日投入金額合計 ３９，０００円 
 

 

 

 

〔出席報告〕      山田喜一 委員 
               (敬称略) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

メーキャップ２数 
 
欠席届出者 
  

岩渕富男 内野昭八郎 小此木昭二 橋本恒男 

春山茂之 横尾セツ 

 
 
 
 

 

クラブ協議会  クラブ奉仕１０委員会 
 

 

 

★選考分類委員会   梅村孝雄 委員長 
 

 今年度は２つの事業計画

を掲げ実施しました。 

１．未充填職業を皆さんに

オープンにして新入会員啓

発をお願いした。 

２．新入会員候補者に対し

て速やかに適正に判断を下

し、すみやかに理事会に報

告しました。 

また、現分類表に誤字脱字等がありましたので、

訂正して、次年度幹事に提出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

４２名 

 

６６.６％



★ ロータリー情報委員会 

          加藤玄静 副委員長 
 

小此木委員長が本日欠席

ですので、私が報告させて

頂きます。 

１．８月３日、卓話を地区

情報委員長の栗山さんをお

招きして例会を開催しまし

た。 

 

２．本年度新入会員４名(金子 章会員・真下恵司

会員・金井福則会員・井下 典会員に対するロー

タリー情報を指導しました。 

３．入会５年未満並びに希望者を募り３月１５日

オリエンテーションを開催し、ロータリーの理念

歴史、事業、活動等の情報交換をしました。参加

者は対象者を含め２０参加して頂きました。 

 

 

 

★拡大増強委員会   巴 高志 委員長 
 

本年度は、会長より 5人位

の会員を増やして欲しいとの

意向をお聞きいたしまして、 

一つ返事でその約束をしてし

まいましたが、会員の皆様と

委員会の方々のご協力を得ま

して、何とかそのノルマは達

成することが出来ました。 

今年一年間本当に有難う御座いました。 

 

 

★出席委員会     渋澤健司 委員長 
 

 今年度は会長の基本方針 

「思いやりの心ですべてに参

加する」ロータリークラブを

目指して、会員相互の友情と

信頼を深めてメンバーの関係

と質を高め出席率を上げて行

こうと活動して参りました。 

その中で、他クラブ例会メー

キャップを奨励し仲間と声を掛け合い出席しょう

と、第１回は軽井沢クラブへ出席、第２回は東京

クラブへの出席、第３回は恵比寿クラブへの出席

を致しました。又、メーキャップの報告を本庄南

ＲＣで先月行わせて頂きました。 

 出席表も大きな出席簿を作成させて頂き、年度

末まで利用致しました。 

 残り少ない期間ではございますが、力不足の出

席委員会ですが、委員会メンバー皆努力いたしま

すので、 後まで多くの参加をお願いして発表を

終わらせて頂きます。 

 

 

★雑誌記録委員会   飯塚明男 委員長 
 

 今泉憲治副委員長、金井澄

雄委員、金澤喜作委員、飯塚

の４名で構成されています。 

 ４月の雑誌月間にはロータ

リーの友地区委員の関 靖子

様をお迎えして講演をお願い

しました。内容はロータリー

の友の雑誌の内容の理解と読

むことに対しての向上心の意義についての内容で

した。 

 この一年間いろいろと他の会員にお世話になり

ました。これからも宜しくお願いします。 

 

 

★広聴広報委員会   岩本英人 委員長 
 

  笠原さんが１２月退会、

岩堀委員は全欠席で、私と戸

谷清一委員で担当しました。 

広聴は地方紙「こだま」が

１１月６日号に本庄早稲田駅

前に太陽電池時計を設置し、

市へ贈呈した記事を発行しま

した。 

５月７日号には書き損じハガキ１万１０１枚を

回収、ブラジルからの交換来日学生ナターリアさ

んの記事を掲載しました。 

会報は中島会員、巴会員に写真を撮って頂き、作

成は事務局に半年交代でお願いして発行しました。 

 

 

★親睦活動委員会   萩原達夫 委員長 
 

 ５人の委員会のメンバーに

は協力頂きました。 

１．誕生祝 

 デリフレッシュフーズさん

からハム折を誕生日当日にお

届けしました。 

２．結婚祝 

 中枡酒店からワインの詰め 

合わせセットを結婚記念日にお届けしました。 

３．秋の移動例会 

 伊香保温泉「ひびき野」に宿泊して例会を開催

しました。 

４．クリスマスパーティー 

 デキシーキングスをゲストに呼んで賑やかに 

催しました。 

５．春の移動例会 

 東京青山「ブノア」で例会をして昼食を頂き、

その後、国立新美術館を見学、劇団四季のミュー

ジカルを見ました。 

６．サヨナラパーティ 



 ６月２８日(木)埼玉グランドホテルにて盛大に

行いたいと思いますので、皆様のご参加を宜しく

お願いいたします。本日ご案内をＦＡＸいたしま

すので、奥様の参加も是非宜しくお願いいたしま

す。 

 

 

★ ロータリー家族委員会  

武井包光 副委員長 

 
本日は石原委員長が欠席

の為替わって報告いたしま

す。 

長野善光寺・小布施へ参

加者４１名で行って参りま

した。偶然、前年度と同じ

参加人数でした。予算通り

の範囲内で有意義な家族旅

行であったと思います。有難うございました。 

 

 

 

★プログラム委員会 茂木 正 委員長 
  

 各委員会委員長より本年

度の報告がありました。 

反省と次年度に継ぐ意見が

相次ぎました。 

 渋谷・佐藤年度を支える

各委員会の皆様が、会長幹

事のために陰で働いたこと

を実感させて頂きました。 

 今年の各委員会の活動が次年度の活動に繋がり

ロータリーの各委員会活動が益々活発化すること

を感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ニコニコＢＯＸ    坂本雄一 委員 
 

皆さん今日は。 
本来なら委員長か報告するべ

きなのですが委員長のご指名

ですので、私が報告致します。    

まず本年度のニコニコ委員

会は、塚越委員長、小此木副

委員長、横尾委員、坂上委員、

坂本委員５名でやって来まし

た。お陰様で何とか一年間が終わろうとしており

ます。これも偏に会員の皆様方のご協力があって

こそだと心より感謝申し上げます。 
その感謝の気持ちを言葉で無く何か形で表せな

いかと委員会の皆で考え、そして渋谷会長、佐藤

幹事のご理解で約２０名方々に記念品をプレゼン

トする事に成りました。日程としては今月のサヨ

ナラパーティの時にお渡ししたいと計画しており

ますので、楽しみにしていて下さい。この企画は、

今年度だけですので宜しく御願い致します。 
後に、次年度もニコニコ委員会に対しての更

なるご協力お願い申し上げて、ニコニコ委員会の

報告とさせて頂きます。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
広聴広報委員会  岩本英人・戸谷清一・岩堀 薫 
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