
 
 

 

《本日の例会》 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

進 行   井河久昇 ＳＡＡ 

点 鐘   午後１２時３０分 渋谷修身 会長    

ソング   ｢我等の生業｣「四つのテスト」 

来訪者  地区職業奉仕部門委員長 
             浅田 進 様 
 
 
〔会長の時間〕    渋谷修身 会長 
 

       
 皆さん今日は。 
本日のお客様をご紹介いた

します。 
地区職業奉仕部門委員長の

浅田 進様です。 
今日は先週に引き続きま

してクラブ協議会に於いて

各委員会の事業報告をして頂きます。 
私は演説をするのが不得意なものですから、今

年度の会長挨拶は短くて 1 分位、長くて 5 分以内

だったと思います。ちょっと隣の人と話している

と、もう会長挨拶が終わっていたと言う様なこと

もあったかと存じます。ただ来週はこの 1 年を振

り返りますので、最初で最後ですが多少長くなる

はずです。1 回だけ我慢してください。 
今日は最短記録かも知れませんが、これで会長

挨拶を終わります。有難うございました。 
 

 
 
〔幹事報告〕     佐藤賀則  幹事 
                   

・ 5 月 18 日の埼玉新聞に本

庄市国際交流協会の依頼

を受けて国際奉仕委員会

と埼玉県宅地建物取引業

協会本庄支部の三宅健吉

支部長さんと共同で外国

人向けの暮らしのガイド

の発行が掲載されました

ので、その記事を回覧します。 
・ 本庄市ボランティアセンターより「Let‘s！ぼ

らんてぃあ１５号」が届いております。どの

様な活動をしているかお目を通してください。 
 
 
報 告    髙橋福八 パストガバナー 

 
 前回お計り致しましたが、

加藤玄静会員のガバナー立候

補の件、去る６月９日川越プ

リンスホテルで指名委員会を

開催し、全員一致で承認され

ました。 
 続いて行われた諮問委員会の席上、この件につ

いて話し合い、全員の了承を頂きました。 
 今後は書式にのっとり指名委員会全員の署名捺

印した推薦書をガバナーに提出し、ガバナーから

全クラブに通知され、OK されれば正式決定となり

ます。今後は皆さんにもご苦労をお掛け致します

が、これは本庄 RC 会員皆さん良き想い出づくり

になりますので宜しくご協力の程、私からもお願

い申しあげます。 
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お願いの挨拶 

 

地区職業奉仕部門委員長 

           浅田 進 様 
         
フレッシュ高校生「社会体

験活動」に本庄北高校が追加

指定になりました。 
この活動は１年生に高校を

卒業する意義を自覚させる事

を目的として、企業に数日間 
預ける事業です。 
つきましては、本庄クラブ会員事業所にも受け

入れの協力をお願いします。来週説明会で詳しく

説明しますが、出来ましたら６月中にリスト提出

をお願いしたいのですが、宜しくお願いします。 
 
〔委員会報告〕 
 
★親睦活動委員会 萩原達夫委員長 

 
先日ご案内をいたしました

６月２８日のサヨナラパーテ

ィの時間の訂正があります。 
受付午後６時・点鐘午後６

時３０分ですので宜しくお願

いいたします。本日訂正して

ＦＡＸをいたします。 
 

 
★中村 茜さんの近況報告 

        巴 高志カウンセラー 
  
ブラジル 4760 地区ベチンロ

ータリークラブへ留学してい

る中村茜さんの近況報告をさ

せて頂きます。3 月と 4 月の報 

告書が届いております。 
3 月は学校が遠いので朝が早

くて家に帰ったら昼寝をして

しまうそうです。ホストファミリーの誕生日に浴

衣を着せてあげたら大変喜ばれたそうです。ベチ

ンロータリークラブの例会で 5 分間のスピーチを

したそうです。 
 4 月になりホストファミリーが変わり学校が片

道 20 分の通学になり大変楽になったそうです。 
最後のホストファミリーが何と無く今までで一番

気楽に話せる家族だそうです。 
4 月 28 日から 3 日間の地区大会に出席して来た

そうです。学校は、まえの私立と違い黒人が圧倒

的に多く、休み時間には煙草を吸う生徒が沢山居

て、舌ピアスや刺青がしてある生徒も沢山いるそ

うです。 
 これから 4 月 6 日から 8 日に友達とその家族で

サンパウロに行き、14 日から 17 日にはロータリー

の旅行でイグアスの滝に、6 月には友達とその家

族で旅行に出かける予定だそうです。 
 様子では、本人も元気で生活しているようなの

でひとまず安心しています。以上で報告を終わり

ます  
 
〔ニコニコボックス〕 塚越 茂 委員長 
 

               （順不同・敬称略） 
浅田 進 

 今年度は大変お世話になりました。 

 

 

本日もクラブ協議会よろしくお願いします。 

梅雨の季節ですが、元気にがんばりましょう。 

 

（同文にてご投入頂きました） 
 

渋谷修身 佐藤賀則 武井包光 矢島淳一 
井河久昇 三宅健吉 茂木 聡 橋本恒男 
下山正男 岡崎正六 田中 克 野村正行 
中島高夫 金子 弘 梅村孝雄 戸谷 丈 
岩本英人 萩原達夫 塚越 茂 小此木利明 
杉山淑子 岩渕富男 中村 孝 竹並栄一郎 
小此木昭二 内野昭八郎 五十嵐敦子 
斉藤清一 

 
髙橋福八 
 加藤玄静会員のガバナー立候補が諮問委員会で

承認されました。おめでとうございます。 
 
野澤章夫 
 一年間理事・ロータリー財団委員会でお世話に

なりました。御協力ありがとうございました。 
 
高柳育行 
 先週、歯の衛生週間でしたが、ご自分の歯を大

切にしてください。 
 
南  正 
 北海道へ連れていってくれてありがとう。 
 
藤井 仁 
 ニコニコボックス委員会の皆様ご苦労さまです。 
 
石原輝弥  
 早退させていただきます。 
 
戸谷清一 
 ６月２１日(木)ＰＭ５：３０より株主総会をグラ

ンドホテル様にて開催します。ご出席の程宜し

くお願いいたします。 
 
 
 

本日投入金額合計 ４３，０００円 
 

 



〔出席報告〕       
 
 
本日、出席委員会は全員欠席の為、出席報告は次

週発表します。 
 
 
 

クラブ協議会  ＳＡＡ・四大奉仕委員会 
 

 

★クラブ奉仕委員会  斉藤清一 委員長 
 

 先週小委員長が報告いたしま

しが、今年度のクラブ奉仕委員

会では、会長方針であります

「思いやり」をキーワードとし

て全員参加でクラブ運営をして

行こうと言う事で、各委員長さ

んの自主性にお願いし、過去にとらわれず思い切

った発想でチャレンジする、と言う方針でスター

トしました。 

拡大委員会では、元会員の方の再入会の勧誘企

画です。 

出席委員会では東京の名門クラブへメーキャッ

プして報告しました。非常に新鮮味がありました。 

親睦活動委員会では、ロータリーならではのこ

だわりで、先日、国立新美術館の見学や劇団四季

の観劇が印象に残っています。個人では中々企画

出来ないものでした。 

ニコニコボックスでは領収書の発行がありまし

た。 

他の委員会でもそれぞれ実施して頂き、小委員

会の委員長さんに御礼申しあげます。一年間有難

うございました。 

 

 

★ＳＡＡ      茂木 聡 チーフ 
 
皆様一年間ありがとうござ

いました。そして一緒にＳＡ

Ａを務めて頂いた四名には、 
それぞれの特色をだしていた

だけたと思います。本当にお

世話になりました。 
一年を総括してではなく、Ｓ

ＡＡとして再度皆様に方針を述べさせて頂きます。 
会長方針の「思いやり」の心で、私語を慎み、

これぞ歴史と伝統のある本庄ＲＣの例会となるよ

う、残りあと２回のご協力をお願い致します。 
 

 

 

 

 

 

★職業奉仕委員会   三宅健吉 委員長 
  

職業奉仕委員会年度事業と

しては、四つのテストの理解

と普及のために毎月第二例会

で四つのテストの唱和を実施

いたしました。 
１０月の職業奉仕月間には、

部門委員長の浅田様に卓話をお願いいたしました

が、四つのテストを効果的に理解実践するには、

自分に相応しい言葉と内容に置き換えてみるのが

一番近道であると卓話されておりました。 
後期事業として、会長が希望されておりました

自衛隊訪問に沿い陸上自衛隊新町駐屯地を職場訪

問先に選び、当日 20 名の会員のご参加を頂きまし

た。広報担当士官より部隊がイラクに施設部隊と

して派遣されており給水、橋の建設、道路補修、

学校建設などに貢献し地域のイラク国民に大変喜

ばれ、感謝をされているとの説明を受け訪問を終

えました。 
一年間ご協力有難うございました。 

 

 

 

★社会奉仕委員会   高柳育行 委員長 

 

一年間会員各位のご理解とご

協力をいただきありがとうご

ざいました。それでは１年間

の事業報告をさせていただき 

ます。 
上期におきましては、クラ

ブに大変ご負担をおかけしま

したが、本庄早稲田駅ロータリーに太陽電池式電

波時計を設置いたしました。旧本庄市と児玉町が

合併し、新しい本庄市が誕生した記念事業として

またこの地域にある４クラブが協力して行う奉仕

事業として実施いたしました。１０月２４日には

本庄市の吉田市長、RI２５７０地区鈴木ガバナー

第四グループ田部井ガバナー補佐らをお迎えして

セレモニーも実施いたしました。当日は雨ではあ

りましたが、上里クラブが機材を用意していただ

き、多くの会員が参加して開催できました。ご参

加いただきました皆様には改めて感謝申し上げま

す。 
下期につきましては、優秀なる警察官の表彰と

各種団体への助成を実施いたしました。地域の安

全確保にご尽力いただいている２名の警察官の表

彰と、署長による卓話をいただきました。 
各種団体への助成は、例年実施しております本

庄市社会福祉協議会、ボーイスカウト本庄第１団

そして今年度は新たに子育て応援団「ビスケッ

ト」に対して実施いたしました。「ビスケット」

では今年度子育てに関する冊子を出版され、素晴

らしい活動を行っております。 
地区の奉仕活動につきましては、５月２０日に

秩父市羊山公園内にあります「ロータリーの森」



の清掃活動に参加してまいりました。岡芹青少年

委員長とともに参加し、本庄ロータリーが植栽し

ました「もくせい」の木の周囲を半日ではありま

したが清掃してまいりました。１０年間、秩父ロ

ータリークラブが維持・管理をしていてくれたそ

うで、ご報告と秩父ロータリークラブの皆様に感

謝したいと思います。 
一年間を振り返りますと、もっと多くの意義あ

る奉仕事業ができたのではなかったかと反省して

いるところでありますが、会員各位のご理解とご

協力をいただき、報告いたしました事業が実施で

きましたことにつきまして、社会奉仕委員会を代

表して心より感謝申し上げます。 
 

 

★青少年委員会   温井一英 副委員長 

  
今日は岡芹委員長が欠席に

為に突然の指名ですので、何

の準備もありませんので、当

クラブで預かっておりますナ

ターリアの事を報告します。 

 ナターリアは１年間、事故

等も無く、無事に過ごす事が

出来そうです。来月１９日に帰国予定です。皆さ

んにいろいろご指導して頂きまして有難うござい

ました。 

 

 

★地域社会奉仕委員会 藤井 仁 委員長 

 
 社会奉仕委員長が発表しま

したが、本庄早稲田駅に設置

しましたソーラー時計は、現

在設置してある場所は仮の所

で、新しい道路が出来た後に

移すそうです。 

 楽市では 165,000 円で今年

は売り上げが多かったと思います。品物の拠出を

頂けない会員からは 3,000 円を頂きました。  

春山会員が家を新築するために引越しがあり、

数多くの品物を拠出して頂きました。 

 一年間大変お世話になり有難うございました。 

 

 

 

★アイバンク委員会  中村 孝 委員長 

 

 本年度は献眼者と献眼の登

録者を増やす目的をたてまし

た。 

 今の所、献眼者は出ており

ませんが献眼登録は約２０名

の方の登録を頂きました。 

会員の皆様には全員登録者に

なって頂いておりますので、主に会員の従業員や

周りの人々にお願いしました。 

４月１９日に埼玉県移植コーディネーターの堀

野いずみさんの卓話を頂きました。 

次年度も引き続き献眼登録者を募って参りたい

と思いますので、御協力をお願いいたします。 

一年間有難うございました。 

 

 

★国際奉仕委員会  橋本恒男 委員長 

 

今年度、国際奉仕を担当し

ました橋本です。副委員長に

古瀬大先輩になって頂きまし

た。 

 入会以来、初めての委員会

でしたので何も分からず高柳

会員の指導を受けながら、一

年間無事に終わろうとしてい

ます。 

 事業としては、本庄に居住する外国人向けに本

庄市国際交流協会を通じて、ゴミの出し方、休日

医療、緊急避難場所等を示したパンフレットを

2500 部作成し、配布しました。 

 又、この事業では、三宅会員の業界に大変お世

話になりました。 

 この一年間大変勉強になり、有難うございまし

た。 

 

 

★世界社会奉仕委員会 中島高夫 委員長 

 
 委員会構成は副委員長に石原輝弥さん、委員に

町田国彦さんの 3 名で委員会を行ってきました。 

 事業としては書き損じハ

ガキの回収、特に本年度は

本庄市が児玉町と合併した

ことで、児玉の自治会の協

力を頂き、10,656 枚のハガ

キを回収する事が出来まし

た。郵便局の手数料を差し

引き 468,233 円の切手に交

換しました。その内、本庄南ＲＣとの共同事業と

言う事で 50,000 円分の切手を渡し、残りの

418,233 円の切手を会員の方々に購入して頂きま

した。世界寺子屋運動の支援金として第 2570 地区

国際奉仕部門委員長宛に送金させて頂きました。 

 一年間有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 



★ロータリー財団委員会  

野澤章夫 委員長 
 
本年度の事業を報告いた

します。 
11 月 9 日、ロータリー月

間に地区部門委員長の梅澤

様の卓話を頂きました。 
9 月 9 日第 1 回地区ロー

タリー財団セミナーに野澤

が出席しました。 
2 月 17 日第 2 回のセミナーは杉山淑子副委員長

が出席しました。 
寄付については、本年度財団の友 26 名の方に御

協力頂き、総額 377,600 円寄付をいたしました。

その中で、新たに 9 名の方が財団の友になって頂

きました。有難うございました。 
本年度、佐藤賀則会員がポールハリス・フェロ

ーの表彰を受けました。 
一年間御協力ありがとうございました。 
 

  

★米山奨学会委員会 神宮つぐよ 委員長 
 

今年度米山奨学会を担当させて頂きました神宮

でございます。 

何もかも初めての事で分からない事ばかりでした

が、米山功労者となって頂きたく、何人かの初め

ての方にも協力頂き、今年度送金した金額の累計

が普通寄付金 450,000 円、特別寄付金 650,000 円

合計 1,100,000 円となり、奨学会より表彰を受け

ました。今までの当クラブの寄付額は普通寄付金

と特別寄付金の累計額は 32,001,500 円です。 

 この一年大変勉強になり、又、御協力有難うご

ざいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
広聴広報委員会  岩本英人・戸谷清一・岩堀 薫 
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〒367-0041 本庄市駅南 2－2－1      ホームページ     
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