
 
 

 

《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  本庄市体育協会会長 日向昭二 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。 

本日のお客様をご紹介いたし

ます。 

本庄市体育協会会長 日向昭

二様です。もう一人は来日学

生のナターリアです。 
 先週のＩＭには多数のご参加ありがとうござい

ました。来月の地区大会(4 月 15 日)にもより多く

の参加をお願いいたします。 
和光市は本庄から行きづらい場所ですので、バス

を用意する予定です。 
 これから 3 ヶ月くらいは、次年度に向けての準

備が忙しくなる時期です。次年度に対する協力を

私からもお願いいたします。 
本日は 3 月度の理事会が開催されました。主な事

だけ報告しておきます。 
・ 地区大会の登録人数と登録料を決めました。 

記念ゴルフ大会が 4 月 2 日におこなわれます。 

 
当クラブから 8 名参加いたします。 
作品展は出展無しとなりました。 
これから参加者を把握して、バスの手配をしま

す。 

・今年度やり残しがないよう、３・４・５月の例

会プログラムの確認をいたしました。 

・ロータリー情報委員会による情報教育が 3月 15

日に行われます。該当する会員はぜひ参加して

ください。 

 
〔幹事報告〕    佐藤賀則 幹事 
 

・ ＩＭの記念品をお忘れない

ようお持ち帰りください。 

・ 4 月 14・15 日開催される

地区大会のチラシが受付に

ありますので、スケジュー

ル等確認をお願いいたしま

す。尚、来週皆さんにＦＡ

Ｘにて出欠の確認をさせて頂きます。 

・ ザ・ロータリアンが届いております。 

・ 5 月 24 日親睦委員会担当の移動例会の食事を

するレストラン「ブノワ」と劇団四季の「ユ

タと不思議な仲間たち」のパンフレットを回

覧しますので、ご覧ください。 

・ 派遣学生の中村 茜さんより 1 月度の報告書

が届いています。 

・ 第 2770 地区大会(4 月 28・29 日)のご案内が来

ております。29 日は浜田幸一氏の講演があり

ますので、興味のある方は是非参加してみて

ください。 

・ ガバナー事務所よりインターネット速報が届

いております。 

 

 
 
 
 
 

 
識字率向上月間 

卓 話 
「クロスカントリー大会 

について」 
本庄市体育協会 

会長 日向昭二 様 
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〔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 6 ヶ月たちました。

先月 25 日から茂木 正さんのと

ころでホームスティをしています。

次のホームスティは佐藤さんです。 
 スキーの旅行、本当にありがと

うございました。とても楽しかったです。 
最初の日はスキーの練習だけをしました。私は

スキーは初めてです。スキーは難しかったです。 
 次の日はリフトに乗りました。すごくおもしろ

かったです。次の日は一番高いリフトに乗りまし

た。ちょっとこわかったけれど、下が良く見えま

した。富士山も見ました。とてもきれいでした。

全部すべれました。雪はすごくきれいですばらし

かったです。雪がいっぱい降っていて、寒かった

です。 
 バレンタインデーはとてもおもしろかったです。 
私はブラジルのチョコレートを作って 50 個くらい

みんな学校の友だちにあげました。ブラジルのバ

レンタインデーはチョコの交換をしていません。 
おもしろくないですね。 
 今週は学校は休みです。月曜日、私は学校の友

だちと一緒に遊びに行ってきました。6 人でカラ

オケへいきました。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。どう

もありがとうございました。 
 
渋澤健司 親睦委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［3 誕生祝］ （敬称略） 
 
石原 修 田中 克 福島 修 井河久昇 

南  正 岩渕富男 横尾セツ  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

・代表挨拶     横尾セツ 会員 
  
 皆様こんにちは。3 月の誕

生日を忘れていた訳ではない

のですが、記念日で名前を呼

ばれて、あっそうだと思った

次第です。 

 3 月 29 日生まれなのであと

3 日遅れていたら一学年下だった訳です。 

 今年幾つになったか考えないで、まだ 10 年位は

頑張れるかなと思いますので、ロータリーの方々

どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は有難うございました。 

 
［３月結婚祝］ （敬称略） 
  

岩本英人 南  正 髙橋福八 梅村孝雄  

狩野輝昭 竹並紀松 井河久昇 小此木利明  

茂木 正 下山正男 温井一英 五十嵐敦子 

金井澄雄 八木成幸 野村正行  

・代表挨拶     五十嵐敦子 会員 
 

 結婚して 28 年だと思います

が・・・？ 

この 3 月は私の仕事で最も多

忙な時期です。幼稚園の先生は

春・夏・冬のお休みを利用して

結婚式を挙げます。私も仕事の

休みを利用して春休みに結婚式

をいたしました。 

ロータリーでお祝いして頂けて、大変嬉しく思

います。家に帰りましたら、忘れている夫に今日

の事を話して、思い出してもらおうと思います。 

 

〔委員会報告〕 
 

★ ロータリー情報委員会  
小此木利明 委員長 

 

情報委員会の役割として

来る 3 月 15 日(木)午後 6 時

30 分より埼玉グランドホテ

ル本庄に於いて情報委員会 

の勉強会を開催します。 

対象会員は入会 4 年未満

の方で申しあげます。 

岡芹正美 沼田恵義 塚越 茂 五十嵐敦子 

坂本雄一 岩堀 薫 今泉憲治 浅香 匡 



山田喜一 金子 章 真下恵司 坂上俊夫 

金井福則 (敬称略) 

以上 13 名です。 

加藤玄静元ガバナー補佐を中心に情報委員会の

皆様のお知恵をお借りしながら有意義な勉強会に

したいと思っております。 

 対象者以外の会員の方もお時間がありましたら

是非ご参加ください。 

 

★親睦活動委員会  萩原達夫  委員長 
 

 5 月 24 日(木)の春の親睦移

動例会の説明をさせて頂きます。 

 青山のビストロ「ブノワ」 

パリの雰囲気を漂わせている素

敵なレストランで昼食例会しま

す。その後、国立新美術館を見

学、6 時 30 分から劇団四季

「ユタと不思議な仲間たち」を観劇します。午後

11 時 30 分本庄到着予定となっております。1 日有

意義に過ごして参りたいと思います。後日ＦＡＸ

にて改めてご連絡いたしますので、皆さんのご参

加を宜しくお願いいたします。 

 

★アイバンク委員会  中村 孝  委員長 

 

 先月、アイバンク委員会か

ら献眼登録をお願いいたしま

した。 

委員会では、先月、今月の 2

ヶ月間に亘って登録者を募る

強化月間と考えております。 

 現在 20 名位の登録者が得ら

れました。さらに 10 名位の登録をと考えておりま

すので、今月中に何とか従業員の方等の協力を頂

きまして、ご協力頂きますよう宜しくお願いいた

します。 

 ４月第３例会にアイバンク委員会のプログラム

を考えておりますので、出席を宜しくお願いいた

します。 

 

報 告     髙橋福八パストガバナー 
 

 ２月 17 日東京にての諮門委

員会に出席、次年度石川ガバ

ナーの素晴らしいアメリカで

も勉強会での報告がありまし

た。 

 2009～2010 年度ガバナーの

立候補の届出がまだありません。今年度は私がガ

バナーエレクト指名委員長ですので、どなたか心

当たりがありましたらご一報ください。 

 先週木曜日、入間ロータリークラブの卓話に行

って参りました。3 月 8日に歌舞伎座へ奥様共々

観劇に行くので、歌舞伎の見方の話をするよう依

頼されて、旧友ともたくさん会えて楽しいひと時

を過ごして参りました。 

例会プログラム 
 
プログラム委員会   茂木 正 委員長 
 

 クロスカントリー大会が開催

されることは、本庄市のみなら

ずこの地域の活性化にも繋がり、

地方から中央へのアピールにな

ると考えます。 

 この大会だけでなく、地域に

住む人達の交流の場として、大

いに役立っている事と思います。 

 ロータリークラブとしてもこうした行事が盛ん

になり、地域の発展に寄与できたら幸いと考えて

います。 

 

卓 話「クロスカントリー大会について」 

 

本庄市体育協会会長 日向昭二 様 
 

 本日はロータリークラブの

皆様のご会合に春山先生にお

声掛け頂き、恐縮ながらご参

会させて頂きました。 

私、本庄市体育協会の会長を

担当しております日向昭二と

申します。 

本日は、体育協会が主催して 11 回になります

「早稲田の杜森林浴クロスカントリー大会 in 本

庄」についてロータリークラブの皆様にお話し、

ご協賛頂ければと言うことです。宜しくお願いい

たします。 

私は、体育協会の前会長の井上昌幸氏が任期半

ばで亡くなった時、平成 13 年より後任をしろと言

うことで以後５年程会長をさせて頂いております。 

昨年１月 10 日本庄・児玉が合併をいたし、体育

協会は年度途中ですので、18 年度は年度末まで経

過行事を行い解散し、新しい合併後の体育協会と

して 18 年 5 月 31 日設立総会を行いました。2月 1

日「体協ほんじょう」を全戸配布いたしました。 

「第 11 回早稲田の杜クロスカントリー大会 in

本庄」は普通のマラソンや駅伝など一般道路を走

るコースとは異なり、野や山など起伏のあるコー

スを設定するのが特色です。早稲田大学の協力を

頂き、本庄市に起伏のある素晴らしいコースが設

定できていますが、開催するごとに人気が上昇し

遠くは北海道、青森、岩手、福島から、近県では

東京、千葉、神奈川、栃木、群馬、長野などから

参加が約 200 人、埼玉県内各市町と本庄市内の申

し込みを合わせると、700 人以上の参加があり、

北関東随一の絶賛人気コースまで発展して参りま

した。 

コース設定は 6ｋｍ、8ｋｍ、12ｋｍのコースに

加え、1.4Ｋｍのジョギングコースがあり、各年代

別の種目ほか小学生から一般家族連れまで参加さ

れ、県内外からランナーや家族をお迎えし、体育



関係者だけでなく、市民参加のフェスティバルの

ような大変賑やかな大イベントに成長しておりま

す。 

本大会のコースはシルクドーム前をスタートす

るとまもなく小山川の河川敷にあるサイクリング

ロードに下りて、清流の風を受けながら約１ｋを

走り、栗崎に上がり早稲田の校内を抜け、上越新

幹線「本庄早稲田駅」の南口付近から早稲田の杜 

(大久保山)に入り、約４ｋを２周(８ｋコースは１

周)し、栗崎に戻り再び河川敷に入り、スタート地

点に戻ると言う爽快なコースです。 

 市民の皆さんに大会当日選手の応援に是非シル

クドームにお越しください。皆さんの応援と大会

の成功にご協力くださいますようお願いします。 

 

 
 
〔ニコニコボックス〕 塚越 茂 委員長 

                （順不同・敬称略） 
 
 
本庄市体育協会会長 日向昭二様ようこそ本庄ロ

ーリークラブに、本日は卓話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 武井包光 坂本雄一 小此木昭二 

戸谷 丈 岡芹正美 中島高夫 三宅健吉 

高柳育行 下山正男 橋本恒男 町田国彦 

斉藤清一 佐藤賀則 茂木 正 立石秀寿 

金子 弘 古瀬末雄 真下恵司 岡崎正六 

茂木 聡 春山茂之 田中 克 野村正行 

金井直樹 梅村孝雄 石原輝弥 内野昭八郎 

矢島淳一 沼田恵義 今泉憲治 竹並栄一郎    

岩本英人 巴 高志 渋澤健司 五十嵐敦子 

萩原達夫 石原 修 小此木利明 

 

 

髙橋福八 

 諮問委員会で石川次年度ガバナーの帰国報告会

に行って参りました。 

 

アイバンク委員長 中村 孝 

 献眼登録にご協力感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

飯塚明男 

 ようやく春を感じるようになりました。これか

らもよろしくお願いいたします 

 

藤井 仁 

 先日はしぶや会の皆様ありがとうございました。 

 

 

 

本日投入金額合計 ４３，０００円 
 

 

 
〔出席報告〕     渋澤健司 委員長 
 

(敬称略) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
            

 
 

メーキャップ数４枚 
 

欠席届出者 
  
岩渕富男 戸谷清一 山田喜一 
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