
 
 

 

《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  第４グループガバナー補佐 
               田部井 壮 様 
     本庄市社会福祉協議会常務理事 
               木村登志男 様 
     ボーイスカウト本庄第一団団員長 
               飯島正臣 様 
     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 
 

 皆さん今日は。 
始めに本日のお客様をご紹介

いたします。 
2570 地区第 4 グループガバナ

ー補佐の田部井 壮様 
本庄市社会福祉協議会常務理

木村登志男様・ボーイスカウ

ト本庄第一団団員長飯島正臣 様・来日学生ナタ

ーリアさんです。 
 田部井ガバナー補佐には今年度色々と御指導頂

きまして有難うございました。お蔭様で第 4 グル

ープには大した問題のなく、無事に今年度も終わ

ろうとしております。又、2 月 23 日のＩＭでは大 
 

 
変お世話になりました。ガバナー補佐としてご苦

労もあった事と思います。有難うございました。 
本日は日頃奉仕活動を行っています社協とボー

イスカウトに助成金を贈呈いたします。 
 5 月 17 日は創立記念日例会、24 日は移動例会と

しての親睦旅行、31 日は最終のゴルフコンペと夜

間例会が予定されております。それが終わります

と 6 月はクラブ協議会等での今年度の事業の発表

や、一年間のお礼の挨拶、そして最終 28 日のさよ

ならパーティで今年度は終了します。 
 次に、本日は理事会がありましたので必要と思

われるものだけ発表いたします。 
・ 入会候補者が 1 名おりまして、理事会で承認さ

れました。今後諸手続きを経まして 6 月入会の

予定であります。岩本会員がこの 6 月末日をも

って退会するとの届けが承認されました。 
・ 新旧合同理事会の日時が決定いたしまして、6

月 7 日の第一例会の日の 6 時 30 分より行われ

る予定です。 
・ 5 月 20 日の「ロータリーの森」植樹に社会奉

仕委員会より高柳育行さんと岡芹正美さんが

参加することになりました。宜しくお願いし

ます。 
・ 本庄市社会福祉協議会評議員に 7 月１日より温

井一英さんを推薦いたしましたので、宜しく

お願いいたします。 
・ 職業奉仕部門の研修会が 5 月 11 日に深谷で行

われます。今年度の三宅委員長と次年度の五

十嵐委員長が出席する事になりました。 
 
〔幹事報告〕     佐藤賀則  幹事 
                   

・ 地方紙「こだま」に本年度

当クラブ奉仕活動が掲載さ

れておりますので、ご覧く

ださい。 
・ 米山梅吉記念館運営募金に

7400 円を寄付いたしました

お礼状が届いております。 
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・ 当クラブでご支援をしております「本庄子育

て応援団」の情報誌が届いております。 
・ ロータリーの友インターネット速報が届いて

おります。 
・ 深谷ノースＲＣより例会変更が届いておりま

す。 
 
〔挨 拶〕 
 

第４グループガバナー補佐 
田部井 壮 様 

 
久しぶりに本庄ロータリー

の例会に出席させて頂き懐か

しい方々にお会いして、非常

に心が弾んでおり、楽しい時

間を過ごさせて頂き有難うご

ざいます。 
ＩＭには皆様にご協力頂き、成功裡に終わりま

した。有難うございました。各クラブへお礼に伺

っております。 
 あと 2 ヵ月足らずとなりましてが、「100 里の道

も 90 里を持って半ばとせよ」という諺があります

が、あと 2 月足らずなんとかこのままスムースに

過ごせればありがたいと思っております。最後ま

でご協力頂きますようお願いいたします。 
 一年間、皆様にお世話になりました事をお礼申

しあげます。 
 
〔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

てから 10 ヶ月経ちました。あ

と 2 ヶ月あります。 
 私は今、茂木さんの所でホー

ムスティをしています。 
明日から引越しします。次のホ

ストファミリーは佐藤さんです。 
 私は日本が大好きです。日本はとても安全な所

です。それは日本の一番好きなことです。日本は

きれいで素晴らしい国です。いっぱいいい所があ

ります。私の一番好きな所は東京です。日本の食

べ物は本当に美味しいです。私は寿司とラーメン

が大好きです。納豆と梅干が嫌いです。日本はと

ても面白いです。漢字の書き方と成り立ちは一番

面白いです。ブラジルへ帰りたくありません。私

の夢は日本の大学で勉強したいです。 
 先月いろいろな所へ行って来ました。桜のいっ

ぱい見ました。高崎の桜は一番きれいで素晴らし

かったです。学校の友だちと一緒にいっぱい遊ん

で来ました。本庄高校は大好きです。みんな優し

いし、頭が良いし、いっぱい友だちが出来ました。 
学校の大会で 10kｍ歩いて来ました。とても楽し

かったです。 茂木さんの家族と一緒に伊豆に行

って来ました。ダイビングは初めてしました。と

ても面白かったです。10ｍ潜れました。魚をいっ

ぱい見ました。日本の海はきれいで素晴らしかっ

たです。海の中でいっぱい写真が撮れてとても楽

しかったです。 
 これからもどうぞよろしくお願いします。あり

がとうございました。 
 
親睦委員会      渋澤健司 委員 
 
 
 
 
 
 
 
［５誕生祝］ （敬称略）      
 

石原輝弥 今泉憲治 春山茂之 金澤喜作 

野村正行 岡芹正美 加藤玄静 内野昭八郎 

金井直樹 渋澤健司 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

・代表挨拶     内野昭八郎 会員 
          

 毎年 5 月になりますとロー

タリークラブよりお祝いを頂

き感謝申しあげます。 
私は 5 月 29 日になるとや

っと 74 歳になります。 
人の命は天知る、地知る、

我知らずと言う事ですが私も

明日はどんな風が吹くのかわかりませんが、皆様

の友情に支えられ明日から１日１日を有意義にの

んびり過ごして行きたいと考えておりますので、

宜しくお願いいたします。本日は有難うございま

した。 
 

［５月結婚祝］（敬称略） 
 
 巴 高志 加藤玄静 岡芹正美 塚越 茂 

中村 孝 渋谷修身 関口雅之 金井直樹 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



・代表挨拶     巴 高志 会員 
 

 私も 27 回目の結婚記念日を

迎えられることが出来ました。

この会場には、30 年、40 年目

の諸先輩の方々が沢山いらっし

ゃるので、私も皆様をお手本に

これからも末永く夫婦生活を続

けて行きたいと思っています。

本日は、御祝を有難う御座いました。 
  

 
〔委員会報告〕 
 

★ 親睦活動委員会 萩原達夫 委員長 
 

 ５月２４日春の親睦旅行移動

例会を行います。現在６１名の

参加を頂いております。 

バス２台でゆったりと行けると

思います。まだ数枚チケットが

余っておりますので、従業員の

方等おりましたら、多少割引さ

せて頂きますので、皆様のご協力をお願いいたし

ます。 

８時５０分本庄文化会館集合、９時出発です。 

 

 

★中村 茜さんの近況報告 

        巴 高志カウンセラー 
 
 ブラジル 4760 地区に派遣している中村茜さんの

近況を、御報告致します。 
 健康状態は良好で、運動不足解消の為週 3 回水

泳と週 2 回ダンスを習い始めました。 
学校は私立から公立の学校に変わり通学は片道 1
時間掛かります。家庭では、先日肉じゃがを作っ

たら家族に喜ばれました。今度は、卵料理やカレ

ーに挑戦してみたいと思います。公立の高校は大

変治安が悪いそうで、ドラッグを普通に生徒が持

ち歩き、拳銃を持っている生徒もいるそうです。
この学校には留学生が 5 人以上いるので心強い感

じです。これから学校のテストを積極的に受けた

いと思っています。 
こんな感じで、学校の治安が悪いのが心配です

が、本人は頑張っているので一安心です。 
以上で派遣学生の報告を終わりに致します。 

 

★ゴルフ部      巴 高志 会員 

 
来る 5 月 31 日に今期第 4 回目のゴルフコンペ

を児玉ゴルフクラブで開催致します。すでに会員

の皆様には、葉書にてお知らせしてありますので

一人でも多くの参加をお待ちしております。 

 

 

各種団体助成金贈呈式 

 

進 行 

社会奉仕委員会   高柳育行 委員長 
 
 本日は社会奉仕委員会の事

業の一つであります、各種団

体への助成金の贈呈式を行い

ます。すでに子育て応援団

「ビスケット」に対しまして

は３月に行いましたが、本日

は本庄市社会福祉協議会とボ

ーイスカウトに対して助成金をお渡ししたいと思

います。 
本庄市社会福祉協議会は皆様ご存知のとおり、

地域社会の福祉にたいして多大なる活動を行って

おり、毎年ロータリークラブとしましても何らか

の助成を行ってまいりました。本日は常務理事の

木村登志男様をお迎えし、会長より助成金をお渡

しいたします。またボーイスカウトは子どもたち

の健全育成に貢献されており、社会福祉協議会と

同様毎年助成をしてまいりました。本日は本庄第

一団の飯島臣司様に助成金をお渡ししたいと思い

ます。 
 本庄市社会福祉協議会とボーイスカウトの皆様

には助成金を有効にお使いいただき、これからも

地域社会のためにご尽力いただきますようお願い

申し上げます。また会員の皆様には社会奉仕委員

会の各種体への助成としまして、３団体に助成を

させていただきましたことをご報告申し上げます。 
 
お礼の挨拶 
本庄市社会福祉協議会常務理事 

木村登志男 様 
本庄ロータリークラブ様に

は日頃より大変なおせわになっ

ております。 
 今までも５０CC の原動機自

転車や通称「つばさ号」と呼ん

でいる車椅子仕様車をはじめと

いたしまして、多大なご助成を

賜っております。これからも障害者や高齢者、子

どもたちが暮らしやすい福祉サービスを推進して

まいりますので、よろしくお願いいたします。 
 

ボーイスカウト本庄第一団団員長         

飯島正臣 様 
今日は有難うございます。 

ロータリークラブが出来てから

毎年、活動費といたしまして助

成金を頂いておりまして、心よ

り感謝しております 
私もスカウト活動を始めて５

０年になりました。今日は思い出の品を身につけ

て参りました。 



１９５５年、山中湖で行われました富士特別訓

練に当クラブの梅村さんと参加しました。思いで

のネッカチーフであります。子供達に良き思い出

を多く残してやりたいと思います。今後もご協力

をどうぞ宜しくお願いいたします。本日は有難う

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） 
 

田部井 壮 ガバナー補佐 

 本庄ロータリークラブの皆様にはいつもお世話

になっております。ＩＭではご協力頂き有難う

ございました。 
 

渋谷修身  

 田部井ガバナー補佐、本庄ＲＣにようこそおい

で下さいました。この一年間大変お世話になり

ました。 

 

第４グループガバナー補佐田部井 壮様ようこそ

いらっしゃいました。 

（同文にてご投入頂きました） 
 

武井包光 戸谷 丈 立石秀寿 岡芹正美 

下山正男 三宅健吉 橋本恒男 春山茂之 

今泉憲治 野村正行 岡崎正六 小此木利明 

町田国彦 茂木 聡 佐藤賀則 竹並栄一郎  

古瀬末雄 塚越 茂 中島高夫 内野昭八郎 

中村 孝 渋澤健司 五十嵐敦子 

 

萩原達夫 

 前橋に結婚式場「アメージンググレイス」を

オープンさせることが出来ました。 

 

関根 貢 

 ２年前はお見舞いありがとうございました。も

うしばらく生きられそうなので新入会員として

努めますので、よろしくお願いします。 

 

 

 

黒岩三雄 

 関根会員久しぶりに出席されおめでとうござい

ます。 

 

藤井 仁 

 ニコニコ委員会の皆様ご苦労様です。 

 

 

本庄市社会福祉協議会の皆様ようこそいらっしゃ

いました。 

（同文にてご投入頂きました） 
 

渋谷修身 高柳育行 野澤章夫 小此木昭二 

田中 克 石原輝弥 井下 典 

 

  

本庄ボーイスカウトの皆様ようこそいらっしゃま 

した。 

（同文にてご投入頂きました） 

 

渋谷修身 坂本雄一 石原 修  岩本英人 

巴 高志 

 

本日投入金額合計 ６０，０００円 
 

 

〔出席報告〕    渋澤健司 委員長 
 

(敬称略) 
 

 
 

            
 
 
 
 

 
メーキャップ０数 

欠席届出者 
  
岩渕富男 浅香 匡 戸谷清一 山田喜一 

 
 
 

 
広聴広報委員会  岩本英人・戸谷清一・岩堀 薫 
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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 

 

４１名 
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