
 
 

 

《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  地区ロータリーの友委員 
               関 靖子 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 
 

 皆様今日は。本日のお客様を

ご紹介いたします。 
ロータリーの友地区委員で新

座ロータリークラブの関 靖子

様です。もう 1 人は交換学生の

ナターリアです。 
今月は雑誌月間というので、

関先生に来て頂きました。後程卓話を宜しくお願

いいたします。 
先週は家族委員会のご尽力によりまして、楽し

い家族旅行をさせて頂きました。参加された会員

及び奥様方、多分満足された事と思います。家族

委員会のメンバーの方々有難うございました。 
この 14・15 日には地区大会が行われます。15 日

(日)には多数の会員の参加を期待しております。 
 本日 11 時より理事会が開催されました。主なも

のを報告します。 

 
・ 横尾弘明会員より 3 月 31 日をもって退会する

との届けがあり、これを承認しました。 
・ 沖電気の沼田会員が会社の都合で、3 月いっぱ

いで退会となります。交代で本日より井下さ

んが新会員として入会いたします。 
・ 国際ロータリーより「意義ある業績賞」「会

長賞」の申し込み案内がありましたが、今年

度当クラブは申し込みをしない事と決定しま

した。 
・ 国際ロータリー年次大会への参加旅行が 6 月

16 日より 23 日までの 1 週間の予定で計画され

ているとの事です。場所はソルトレークシテ

ィとサンフランシスコです。後程申し込みの

案内が届くと思われますが、参加を希望する

方は今から予定に入れておいた方が良いと思

います。 
・ 次年度、本庄ロータリークラブからの派遣候

補生折原愛美さんの派遣地区がアメリカ合衆

国のオクラハマ州に決定いたしました。7 月か

ら 8 月にかけて派遣と同地区からの受け入れが

ある予定です。 
8 月来日予定の学生はオクラハマ第 5750 地区

スティルウオーター市フロンティアＲＣ所属

で名前はポール・カミンス・キスリング(男性)
で現在 17 歳、来日時は 18 歳になるそうです。 

・ 5 月 1 日(5 月第１例会)は田部井ガバナー補佐

がＩＭと、この 1 年間のお礼のため当クラブに

来訪することになっております。会員の出席

をお願いいたします。 
 
 
〔幹事報告〕     佐藤賀則  幹事 
                   

・ 4 月 12 日の例会は地区大

会の振替休会となってお

りますので、お間違えの

ないようお願いいたしま

す。バスで行かれる方は

8 時に本庄商工会議所駐

車場へお願いいたします。 
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卓 話 
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・ 本庄市観光協会視察研修の実施についてのご

案内を頂きました。期日は 4 月 20・21 日で場

所は小鹿野春祭り１泊 2 日です。参加希望の

方は幹事までお願いします。 

・ ＩＭの報告書が届いております。 

・ ロータリアン誌 が届いております。 

・ 財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターよ

りニュースレターが届いております。 

・ 本庄市国際交流協会より「ふれんど」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。 

・ 米山梅吉記念館春季例祭のご案内が届いてお

ります。 

・ 子育て応援団本庄びすけっとより「びすけっ

と通信」が届いております。              

 

〔挨 拶〕 

 

本庄市観光協会会長    髙橋福八 様 

 
 ４月２０(金)２１日(土)１泊

２日で秩父郡小鹿野町の古武に

のっとったお祭り見物を計画し

ております。 
 屋台の上で小鹿野歌舞伎を楽

しむことになっております。 
一泊する旅館はとても情緒のあ

る所ですから時間の都合のつく方は是非ご参加く

ださい。バス 1 台分が一杯になったら〆切らせて

頂きます。 
 申し込みは市の商工課、又は本庄商工会議所又

は髙橋までどうぞ。 

 

〔退会の挨拶〕     沼田恵義 会員 
 
 本庄ロータリークラブに入

会して 4 年間、本当にお世話

になりました。 
 この度、社命により 4 月よ

り東京勤務となり、会員を交

代することになりました。住

んだ事の無い本庄の地に単身赴任をし、無事過ご

す事が出来たのも、私にいつも温かい言葉をかけ

てくださった皆様のお陰だと思っております。 
 皆様にはいつまでもお元気でご活躍されること

をお祈りいたしますと供に沖電気並びに後任の井

下を宜しくお願いいたします。本当に有難うござ

いました。 
 
 
 
 
 
 
 

入会式         渋谷修身 会長 
 
〔入会の挨拶〕     井下 典 会員 

 
 4 月 1 日付の辞令により

沖電気工業(㈱)北関東総務部

に赴任し、この度、前任の

沼田恵義さんの後任として

本庄ロータリークラブに入

会させて頂く事になり、大

変光栄でございます。 
 以前に本庄市に住んで居た事もあり、また本庄

に戻って来る事が出来まして、大変嬉しく思って

おります。 
 ロータリークラブの事につきましては何も解り

ませんので、会員の皆様のご指導を頂きながら是

非とも本庄の為に頑張りたいと考えておりますの

で、何卒宜しくお願い申しあげます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔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 7 ヶ月経ちました。あと 4 ヶ月

あります。今、私は茂木さんのところでホームス

ティをしています。 
先月の 14 日は私の誕生日でいっぱいパーティが

ありました。 初は茂木さんの家族と一緒にパー

ティをしました。その後は中村さんの家族と一緒

にお昼とケーキを食べました。私のホームスティ

の家族、茂木さん、温井さん、渋谷さん、高柳さ

んと一緒にお寿司屋さんへ行って来ました。この

19 歳の誕生日はとても楽しかったです。いっぱい

プレゼントを貰いました。 
 先月の 25 日から今月 9 日まで春休みがあります。

その時友だちと一緒に遊んだり、いろいろな所へ

家族と一緒に出かけたりします。 
 今のお家は女の子ばかりで、お母さん、お姉さ

ん 2 人と妹、お父さんと犬は男で時々お姉さんの

友だちが遊びに来て楽しかったです。 
 ロータリーの旅行がありました。長瀞の旅館に

泊まりました。秩父音頭は手と足の動きが難しか

ったです。でもとても楽しかったです。 
 これからもどうぞ宜しくお願いします。どうも

有難うございました。 
  
 
 
 
 



親睦委員会    渋澤健司 委員 
 
 
［４誕生祝］ （敬称略） 
 
中島高夫 関根 貢 坂本雄一 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
・代表挨拶     中島高夫 会員 

  
4 月 18 日で 59 歳になります。 

父親が 54 歳で亡くしその歳はも

う越せたのでこれからの人生元

気に過ごして行こうと思ってお

ります。 

 今日は誕生日祝を頂きありが

とうございました。 

 

 
 
［４月結婚祝］ （敬称略） 
 
浅香 匡 真下恵司 立石秀寿 金子 弘 
三宅健吉 横尾セツ 山本道彦 佐藤賀則 
中島高夫 福島 修 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
・代表挨拶     三宅健吉 会員 
 

 

本日は結婚記念のお祝い有難うございます。 

結婚し 35 年目を迎えます。 

知人に貰った色紙に「朝は希望に目覚め、昼は

努力に生き、夕べには感謝に眠る」と記してあ

りましたが、夫婦仲良くこんな生き方をしたい

と思います。 

 今後ともご指導宜しくお願いいたします。 

 

 

 

〔委員会報告〕 
 

★ 世界社会奉仕委員会  
中島高夫 委員長 

 

先日行われました書き損じハガキ回収の贈呈式

で自治会の協力を頂き、１０，６５６枚のハガキ

が回収されました。総額で４１８，２３３円の切

手に替えることが出来ました。会員の皆様のご協

力で今日完売出来ました。 

「世界寺子屋運動の支援金」として地区に送金さ

せて頂きます。ご協力ありがとうございました。 

 

★ ロータリー家族委員会  

石原 修 委員長 
 

 先日のロータリー家族委員会の

家族旅行に年度末のお忙しい中、

メンバーを始め大勢の奥様にも出

席して頂きまして誠に有難うござ

いました。 

皆様のご協力により事故の無く無

事帰ってこられた事を感謝いたし

ます。 

 

★ゴルフ部       石原 修 会員 
 

 今月 26 日下仁田カントリークラブで第 3 回ゴル

フコンペを開催します。参加人数が若干足りてお

りませんので、本日締め切りですが出られる方が

おりましたらお申し出ください。 

  

 
★アイバンク委員会  中村 孝  委員長 

 
 献眼登録にご協力頂き有難

うございます。 
4 月 19 日の例会に「臓器移植

の現状」というテーマで埼玉

医大臓器移植センターの堀野

いずみさんをお招きして講演

をして頂きます。大勢のご出席をお願いいたしま

す。 
 
★親睦活動委員会    田中 克  委員 
 

 

親睦委員会ですがいつもお世話になっておりま

す。  

5 月 24 日(木)の春の親睦移動例会の件ですが、1

人でも多くのメンバーの方々が奥様同伴にて参加

頂きたく又、バスで劇団四季への入場チケット等

手配がありますので、今週中に出欠の返事をお願

いいたします。 

 

 
 



例会プログラム 
 
プログラム委員会   茂木 正 委員長 
 

 本日は新座ロータリークラブか

ら関 靖子先生にお越し頂きまし

た。関先生については飯塚雑誌委

員長からご紹介をお願いいたしま

す。 

 

 

雑誌記録委員会    飯塚明男 委員長 

 
 4 月は雑誌月間です。今日はロ

ータリーの友地区委員の関 靖子

さんです。小児科の開業の間にロ

ータリーの仕事をしているのです。 

大変多忙の中、講演をお願いしま

した。 

 関さんは現在朝霞市に開業なさっています。

1993 年新座ロータリークラブ入会、2002～2003 年

度に会長、2006～2007 年度地区ロータリーの友委

員をなさっていました。 

 遠路、本庄地区までいらして頂き「ロータリー

の友の購読促進について」の題のもとでの講演宜

しくお願いいたします。 

 

卓 話 

 

「ロータリーの友の購読促進について」 

地区ロータリーの友委員 
関 靖子 様 (新座ＲＣ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・「ロータリーの友」誌創刊について 

1952 年 4 月 25 日大阪地区大会で次年度 1952～
53 年度より日本が 2 つの地区に分割される事が決

定され、２つの地区同士連絡を蜜に取ると言う意

味において、共通の機関紙が企画されました。 
1953 年 1 月号に創刊されたロータリーの友の始ま

りです。 
「ロータリーの友」は地区ガバナーから委嘱され

て発行されているロータリーの機関紙です。 
「ロータリーの友」誌はロータリーのインフォメ

ーションの普及を目的として出来ました。 
 
・ロータリーとは 
ポール・ハリスと 3 名の仕事を通じての仲間 4

人の事業家から始まりました。そのグループは発

展して、地域、政治、人種、宗教の違いを越えて

国際的な活動組織へと成長しました。社会のニー

ズに応えつつ発展を続け、基本的な使命、信条は

不変です。ロータリーの奉仕の理想は永遠の原理

であります。ロータリーを通じて親睦と奉仕を広

めております。 
ポール・ハリスが言われた言葉を申しあげます。 
「未来に対する私の希望は、奉仕の理想で 1 つに

なった。事業家と専門家たちの世界的な親睦によ

って全人類の福祉に向かって国際的な理解と善行、

そして協調という目標が達成されることです」と

言っておられます。 
 
・ どうしてロータリアンはロータリー雑誌を読 
まなければならないのか 
ウイリアムＢ・ボイドＲＩ会長は２つの理由を

挙げています。 
(１) ＲＩの偉大な力は、各クラブを基礎とした組

織がある点です。 
私達全てにとりまして、クラブは 1 人 1 人が会

員として多くの奉仕をし、親睦を深める場であり

ます。もし自分のクラブを通してしかロータリー

を知ることがなければ、ロータリーが真に国際的

である事でもたらされる多くの感動や満足感を味

わう事はありません。全世界に数え切れないほど

のプロジェクトに対し、ロータリークラブが手を

差し伸べる時こそ誇りを感じる、即ち国際組織の

強みです。 
(２) ロータリー雑誌がなかったら 
私達は世界中のロータリアンによる活動を知る

事が出来ません。ロータリーの国際性はプロジェ

クトのみに留まるものではない。ポール・ハリス

は寛容の重要性を強調しております。世界 166 ヶ

国のロータリアンの活動を知ることはロータリー

雑誌を通してのみ可能です。新しい奉仕活動の事

例がいっぱい掲載されている。即ち新しいプロジ

ェクトを考えることに寄与しています。新旧の会

員にとって「友」誌は教材となり、いろいろなこ

とに対し示唆に富んでいる。楽しみとアイディア

の源として読んでください。 
 
・ 購買推進について 
ロータリーの友委員になると、毎月感想や雑誌

による考えを報告しなければなりません。素晴ら

しい内容が沢山詰まっており、ロータリーの教材

として立派で、いろいろな事を教えられる誌です。 
2003 年から「友」がリニューアルされ、横書き、

縦書きになりました。各クラブの雑誌委員長さん

が会員の皆様に発表され、公共の場に置かせて頂

く事が良いと思います。現に 2770 地区ではこれを

実施しており、又、北海道西部 2510 地区ではクラ

ブにロータリーの友委員会を設置されています。 
ガバナー月信にも関心を持って頂きたいと思いま

す。月 1 回「友」と「月信」の内容を話し合う会

を作っては如何でしょうか。平均読書率がたった

の８%しか無いそうです。どうぞ目を通してくだ

さい。 
 



・ 雑誌とウェブについて 
2002 年 7 月に「ロータリーの友」ホームページ

が開設されました。ウェブは速報性で優位です・ 
情報があれば原稿を書いて、すぐホームページに

掲載が可能です。そしてコンピュータと通信回線

があればどこに居ても送る事が可能です。 
ウェブの特徴は「音」があります。雑誌に「音」

が入れられませんが、ホームページなら「音」を

入れられます。「友」のホームページは自由に意

見を書き込む掲示板は設けていません。しかし

「友」誌には「言いたい聞きたい」と言う意見交

換や提案のページが設けられています。情報量の

多くをウェブでは掲載できるのです。 
「友」誌はいつでも何処でも読む事が出来る。 
全体を把握するのはウェブでは難しい。 
じっくり読みたい、考えながら読みたいものは

「友」誌が便利、地域情報を交えつつ、ＲＩから

の情報も提供しているロータリー情報の宝庫です。 
そして国際大会や国際協議会等で知名度が高い。 
「ロータリーの友」はロータリアンがロータリー

クラブを広げ、深めるために、また、国際ロータ

リーと直結していることを確認するためにも必要

な媒体です。したがって広報誌ではありません。 
国際ロータリーの組織の一員としての誇りを持つ

ためにも「ロータリーの友」を読んで頂きたい。 
購読義務といてロータリアンは会員身分を保持す

る限り、標準ロータリークラブ定款１３条及び国

際ロータリー細則２０条に購読しなければならな

いと記されております。 
近「友」誌を読んでおりますと、ロータリーの

理念や創立の原点が遥か彼方へ追いやられて会員

増強、組織の拡大等の記事が目立っており危惧し

ております。 
 
ロータリーに入会して、多くの友人に恵まれ、

その交友の中でいろいろな事を学ばせて頂き、感

謝の気持ちでいっぱいです。 
後に皆様と供にロータリーの未来や展望を語り

合い、友情を広める活動が出来たらと思っており

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔ニコニコボックス〕 塚越 茂 委員長 
                （順不同・敬称略） 
 

関 靖子  
 本日は卓話をさせて頂きます。 

 

今日は第一例会です。ロータリーの友地区委員 

関 靖子さま、卓話をよろしくお願いいたします。 

 

（同文にてご投入頂きました） 
 

渋谷修身 橋本恒男 岡芹正美 高柳育行  

茂木 正 春山茂之 飯塚明男 竹並栄一郎 

茂木 聡 佐藤賀則 矢島淳一 渋澤健司 

髙橋福八 

 

渋谷修身 塚越 茂 

 沖電気・沼田さん今後の活躍を期待しています。 

 新しく会員になられた井下さん入会おめでとう

ございます。 

 

岡崎正六  

 沼田さん長い間ご苦労様でした。新転地で頑張

ってください。新任の井下さんよろしくお願い

します。 

 

後藤芳生 

 沼田さんありがとうございました。井下さんよ

ろしくお願いします。 

 

春山茂之 

 昨日は高齢者運転免許講習会では大変お世話に

なりました。 

  

親睦委員会一同・田中 克 

 ５月 24 日の移動例会には一人でも多くのメンバ

ーが奥様同伴にて参加申し込み頂くようお待ち

申しあげます。 

 

石原 修  

 先日のロータリー家族委員会の例会には大勢の

メンバー及び家族に出席頂きまして有難うござ

います。 

 

岩本英人  

 花見が続きます 

 

藤井 仁 

 ニコニコ委員会の皆様ご苦労様です。 

 

立石秀寿 

 4 月 8 日はお釈迦様の誕生日の花まつりです。 

 

 

 

 

 



 

先月 28 日に 2007 年能登半島地震が発生しました。 

輪島の伝統文化が復興されることを祈念します。 

 

  

（同文にてご投入頂きました） 
 

戸谷 丈 浅香 匡 中島高夫 金子 弘 

斉藤清一 三宅健吉 野村正行 古瀬末雄 

加藤玄静 岡崎正六 塚越 茂 八木成幸 

中村 孝 

 

 

 

ソロモン諸島では多くの村が津波で流され、学校

が無くなりました。救済の手を差し伸べましょう。 

 

 

（同文にてご投入頂きました） 
 

 

武井包光 坂本雄一 下山正男 塚越 茂 

八木成幸 黒岩三雄 沼田恵義 井下 典 

中村 孝 

 

 

 

 

 

本日投入金額合計 ５６，０００円 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
〔出席報告〕     浅香 匡 委員 
 

(敬称略) 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

メーキャップ数１枚 
 

欠席届出者 
  
岩渕富男 戸谷清一 町田国彦 内野昭八郎 
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７４名

 

８名 

 

６６名 

 

３８名 
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