
 
 

 

《本日の例会》 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
進 行   茂木 聡 ＳＡＡチーフ 

点 鐘   午後１２時３０分 渋谷修身 会長   

ソング   ｢奉仕の理想｣ 「四つのテスト」 

来訪者  青少年交換派遣候補生  

折原愛美 様 

    ご両親 折原正人・利江様 

 
〔会長の時間〕    渋谷修身 会長 

皆さん今日は。まず初めにお

客様のご紹介をいたします。 

第 37 期青少年派遣候補生の折

原愛美さんとご両親です。宜し

くお願いします。 

 先週は 3クラブ合同新年会に 

出席有難うございました。今年

は本庄南 RC の当番でしたが、来年は上里 RC が当

番と決まりました。児玉 RC にも声を掛けると言っ

ておりましたので、3 クラブになるか 4 クラブに

なるか解りません。来年も合同の新年会が行われ

ます。 

 今日はこの例会場では久々の例会です。今年度

前半、皆様方の御協力によりまして何かと無事に

通過することが出来ました。心から感謝いたしま

す。今年度前期を終了しましたので、本日例会終

了後のクラブ協議会に於いて四大奉仕委員長より

半期を終えての中間報告をして頂きます。宜しく

お願いいたします。これからは私の年度後半には 

 

いります。前期に変わらぬ御協力の程を改めてお

願いいたします。 

 さて、1 月の理事会が先週 11 日の木曜日に行わ

れましたので、主なものを報告いたします。 

・ 入会候補者、金井福則さんについて 12 日まで

に異議申し立てがなければ 25 日の夜間例会に

入会式を行う 

・ 野口光大会員及び笠原 勝会員より退会届が

出ておりましたが、昨年 12 月末日をもって退

会が認められた。 

・ 2 月 23 日(金)深谷で行われるＩＭに全員登録

する事を確認 

・ 第 2 回クラブ奉仕部門セミナー(2 月 3 日)ロー

タリー財団セミナー(2 月 17 日)出席者決定 

・ 1 月 21 日のライラ・デーに茂木 正地区役員

と交換学生のナターリア、派遣候補生の折原

愛美さんとご両親が出席 

・ 第 4 回会長幹事会が 1月 19 日(金)寄居で開催

される。その為自治会、商工会青年部の新年

会は会長代理として下山副会長が出席となる 

・ 上半期決算報告がおこなわれた。 
 

  

〔幹事報告〕      佐藤賀則 幹事 
 

・ 川越中央 RC の事務所移

転のお知らせが届いてお

ります。 

・ ガバナー事務所より「友

インターネット速報」が

届いております。 

・ 「だめ飲酒運転」のリボ

ンマグネットの申し込みが多数のために納期

が遅れるとの連絡が届いております。 

・ 子育て応援団「ビスケット通信」が来ており

ます。 

・ ロータリー財団学友会より学友会ニュースが

届いております。 

・ ロータリーワールド「南アフリカのエイズ孤

児を育み温かい支援の手」のリーフレットが

届いています。 

 

ク ラ ブ 協 議 会 
 

四大奉仕委員長(中間報告) 
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・ 日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会が 3 月 12

日沖縄の琉球ゴルフ倶楽部で開催される案内

が届いております。ゴルフ部の皆さん宜しく

お願いします。 

・ 昨日、立石秀寿副会長と私がボランティアグ

ループの新年会に参加して、ロータリー活動

についての報告をして参りました。 

 
［挨拶］ 青少年交換派遣候補生 
             折原愛美 様 

 今日は。本庄ロータリークラ

ブさんから推薦して頂き、第 37
期派遣候補生となった折原愛美

です。高校 1 年生です。 
 今、海外派遣の心がまえをオ

リエンテーションで少しずつ教

えて頂いています。知らない事

ばかりでご迷惑をお掛けするかも知れませんが、

今後も宜しくお願いします。今回は本当に有難う

ございました。 
 
 
金井直樹 親睦委員 
  
1 月の誕生祝、結婚祝の発表

をさせて頂きます 
 
 
 
［１誕生祝］  （敬称略） 

  

髙橋福八 戸谷清一 山田喜一 佐藤賀則 

岡崎正六 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
・代表挨拶     岡崎正六 会員 

    
誕生祝有難うございました。

1 月 25 日で満 66 歳になります。 
最近感ずることは、首から

上が非常に衰えてきています。 
特に物忘れが激しくなってき

ています。自分の体は自分で

管理して、健康で長生き出来

る様頑張ります。 
 
［１月結婚祝］  （敬称略） 
 

山田喜一 戸谷 丈 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

・代表挨拶     山田喜一 会員 
 

 1 月に誕生日と結婚記念日

が２つ重なりプルゼントを頂

き有難うございました。これ

からも宜しくお願いいたしま

す。 

 

 

 

［米山功労者表彰］  渋谷修身 会長 

（敬称略） 
神宮つぐよ 今泉憲治 八木成幸  

本庄ロータリークラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔委員会報告〕 
 

★世界社会奉仕委員会 中島高夫 委員長 
 

 今年度も書き損じハガキの回収を実施しており

ます。会員の皆様の御協力をお願いいたします。 

2 月の第２例会までに書き損じハガキがありまし

たら当委員会にお届け頂きます様お願いいたしま

す。 
 

★ 本年度の派遣学生中村 茜さん 
カウンセラー  巴 高志 会員 

 
 ブラジル 4760 地区に派遣

されている中村 茜さんの近

況を報告いたします。 
１０月３０日から１１月８

日までパンタナールに旅行に

行って、帰って来たら下痢に

なり 1 週間ほど苦しんだそう

です。友達との会話は何とかなっているそうで

すが、相変わらず学校の授業はほとんど分から

ないそうです。パンタナールの旅行は片道２日

掛かりだったそうです。留学生が４４人参加し



ました。 
 １１月１２日にはベロリゾンチで開催された

ポップロックコンサートに行ったそうです。3
万人のコンサートだったそうです。帰りが夜中

の３時で、次の日に学校に行ったらほとんどの

学生が休んでいたそうです。 
 学校は１２月７日に授業が終わり１月末まで

は休みだそうです。 
また、ブラジルではパソコンの普及率が高く、

学生同士のやり取りも殆どメールだそうです。

友達になった学生が日本語を教えて欲しいと言

うので、教えることになりました。第二のホ 
ストファミリーは１２月１２日から移る予定だ

そうです。 
 以上、彼女の近況を報告致します。 

  

〔ニコニコボックス〕 
小此木昭二 副委員長 

    （順不同・敬省略） 

 

書き損じハガキの回収宜しくお

願いします。 

本日は中村 茜さんの近況を宜

しくお願いします。 

 

渋谷修身 武井包光 佐藤賀則 橋本恒男 

斉藤清一 坂上俊夫 岩渕富男 金子 弘 

野村正行 松原幹男 茂木 聡 田中 克 

巴 高志 八木成幸 矢島淳一 内野昭八郎 

岡崎正六 三宅健吉 中島高夫 町田国彦 

岩本英人 福島文江 下山正男 小此木昭二 

藤井 仁 戸谷 丈 萩原達夫 古瀬末雄 

石原輝弥 岡芹正美 立石秀寿 春山茂之 

塚越 茂 戸谷清一 

 

加藤玄静 

 1 月 13 日 JR 主催全国より「武州本庄七福神」 

約 1600 名の参拝ありがとうございました。 

 

本日投入金額合計 ３５，０００円 
 

〔出席報告〕    山田喜一 委員 
 

 

欠席届出者 
 

竹並栄一郎 杉山淑子 

沼田恵義 

 

 
  

 
メーキャップ数０枚 

 
次年度報告     矢島淳一 副幹事 
         本日午後 6 時 30 分より埼

玉グランドホテル本庄に於い

て第 2 回次年度役員理事会を

開催しますので、役員理事の

皆様には大変お忙しい所です

が、宜しくお願いいたします 
 
 
 
【クラブ協議会】 
 
クラブ奉仕委員会  斉藤清一 委員長 

クラブ奉仕委員長の斉藤で

す。今年度は会長の方針であ

る「思いやり」をキーワード

としてこの言葉を理解し、全

員参加型の運営をしてきたつ

もりです。クラブ奉仕委員会

には１０の小さな小委員会が

ありますが、本日はそのうち５委員会の委員長さ

んに報告をお願いしてあります。 
１・拡大委員会の巴委員長 
２・親睦委員会の萩原委員長 
３・ロータリー家族委員会の石原委員長 
４・プログラム委員会の八木副委員長 
５・ニコニコ BOX の塚越委員長 
宜しくおねがいします。     
 
拡大増強委員会   巴 高志 委員長  

 
 本年度が始まる時に会長より

最低 5 人の増強をお願いしたい

と言う事で始まりました。皆様

のご協力のお陰を持ちまして現

在、金子さん、坂上さん、真下

さんと 3 人が入会して頂きまし

た。そして、来週には、金井さんの入会が決まっ

ております。その中で、残念なことはベテランの

方達が次々に退会をしておりまして、クラブとし

ての会員数は増えておりません。後半の委員会の

目標としては、新規の会員の入会と共に過去に会

員でいらした方の再入会も含め、皆様からの情報

を期待しておりますので宜しくお願い致します。 
 
親睦委員会     萩原達夫 委員長 

 
半期を振り返りまして、前期

で２つのイベント、後期で２

つのイベント、誕生祝、結婚

祝をさせて頂いております。 
田中 克副委員長、金井直樹

委員、渋澤健司委員の４人で

構成されています。 

 

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 

 

74，２％ 



誕生祝はデリフレッシュフーズ(町田国彦会員)の
会社から「ハムの詰め合わせセット」が誕生日の

当日にお届けさせて頂いております。 
結婚祝は中枡酒店(金沢喜作会員)から「ワインと

焼酎のセット」を記念日当日にお届けさせて頂い

ております。 
・ ９月２８日移動例会を伊香保のひびき野 
・ １２月２１日クリスマスパーティを五州園 
今後の予定として 
・ ５月２４日春の旅行で東京、劇団四季の観劇 
・ ６月２８日サヨナラ例会 
以上皆様に喜んで頂ける企画にしたいと思ってお

ります。 
 
 
ロータリー家族委員会 石原 修 委員長 

  
今年度ロータリー家族委員

会の委員長の石原です。委員

の構成は武井副委員長、竹並

紀松委員の３名で構成してい

ます。 
委員会活動は年度計画書に

もあるように、観光を兼ねた

日帰り旅行の実施と言う事で、昨年から一部の方

の意見を聞きながら、善光寺参拝と小布施町の葛

飾北斎記念館見学、早春の小布施町の散策を計画

し昨年の理事会にて承認を得ました。 
 日時については３月 29 日(木曜日)文化会館駐車

場に午前 8 時集合出発と言う事で計画いたしまし

た。本日案内分文を FAX にて配信いたします。 
内容については会費￥10.000 同伴者￥7.000 とな

っていますが、上限の金額なので出席人数により

変わりますので宜しくお願いいたします。 
 日程については午前 8 時出発して善光寺参拝、

小布施町で例会(点鐘)及び昼食後自由行動となりま

す。本庄には午後 6 時頃に到着の予定です。2 月

22 日(木曜日)が締切りとなっていますので、出欠

の連絡を石原の FAX まで返信して頂く様にお願い

します。当日は移動例会となっています。そして

ロータリー家族委員会の事業なので会員はもとよ

りご同伴者の多数の出席を宜しくお願いします。 
 
 
プログラム委員会  八木成幸 副委員長 

 
 職業を担当する委員会のご協

力を頂き、これまでの半期を有

意義に終了する事ができました。 
後期は前期に増してバラエティ

に富んだプログラムが続きます

のでご期待頂きたいと思います。 
プログラム委員会としては、

例会がスムーズに進行しますよう、そして会員が

参加したくなるような例会づくりに黒子に徹して

頑張りたいと思います。 
 

ニコニコ BOX  塚越 茂 委員長 
 
 半期の報告をさせて頂きます。いつもお世話に

なっております。 
 ニコニコ BOX のメンバーは小此木昭二副委員長 
坂本雄一委員、横尾セツ委員、坂上俊夫委員の５

名で構成されています。皆様の当委員会へのご投

入を深く感謝しております。 
 さて、渋谷・佐藤年度のニコニコ BOX 上半期ご

投入額は 1.295.831 円でした。これほどの投入を頂

けるのはさすが本庄ロータリークラブであろうと

おおいに感動しております。(注千円未満は金利で

す) ですが、ここ暫くは長年入会されていた会員

の方々が退会されるなど、あるいは大きな災害な

どが無いせいか昨年よりは約 5.000 円ほど少なく

推移しております。これからの皆様の御協力を宜

しくお願いいたします。 
 私は昨年は出席、今年はニコニコとなかなか会

の流れが読めない委員会で何をしているのか解ら

ない状態です。何とぞ宜しくご配慮頂ければ幸い

に存じます。 
 尚、ニコニコの方から領収書を発行する様にい

たしました。 
 
 
職業奉仕委員会    三宅健吉 委員長 

 
職業奉仕委員会の三宅でご

ざいます。いつもお世話にな

っております。 
当委員会前期事業といたし

まして職業奉仕月間に地区部

門委員長の浅田進様を講師に

迎え、四つのテストについて

自己流の解釈と活用法につい

て卓話を頂ました。 
四つのテストを効果的に実践するには、自分に

相応しい言葉と内容に置き換えて行動規範をして

みるのが近道であるとの内容でした。また、四つ

のテストを理解して頂く為に毎月第２例会にて四

つのテストの歌をご唱和頂いております。 
後半の事業として２月８日(木)第２例会後、職場

訪問を実施したいと思っております。訪問先は渋

谷会長のご意向に沿いまして、陸上自衛隊新町駐

屯地といたしました。同隊は主に後方支援隊であ

り、現在イラクなどでも給水活動をされておりま

す。当日は施設及び展示されております戦車、ヘ

リコプター等の見学が予定されております。予定

時間は午後１時３０分から１時間少々となります。 
 なお、自衛隊から当日の参加者名簿を早めに提

出して欲しいと言われておりますので、後日 FAX
で皆様方のご参加を募りたいと思いますので、大

勢の方の参加をお願いいたします。 
 
 
 
 



社会奉仕委員会  岩渕富男 副委員長 
 

 高柳委員長が都合により欠席

のため、副委員長の岩渕が報告 

いたします。 
社会奉仕委員会のメインの事

業として本庄早稲田駅ロータリ

ーに太陽電池式電波時計を設置

しました。１０月２４日４クラ

ブ合同で本庄市長さんを招き本

庄早稲田駅構内においてソーラー時計贈呈式行い

ました。 
青少年委員会ですが、ブラジルより交換学生の

ナターリアを受け入れました。８月に来日し、カ

ウンセラーを温井一英会員にお願いしました。 
ホストファミリーは田辺様（高橋パストガバナー

のお嬢様）・中村 孝会員（派遣候補生の中村茜

さんのご両親）・渋谷会長・温井一英会員・佐藤

賀則幹事・茂木 正会員の順にお願いしておりま

す。現在は渋谷会長宅にお世話になっております。 
新世代のための月間では、上里学園園長 持田

和正の卓話を９月１４日に頂きました。  
第８回山中杯中学校野球大会へ 50.000 円協賛し、

１１月２日に行われました。 
地域社会奉仕委員会では 

「本庄まつり」献燈協賛として 20.000 円 
「こだま精神保健福祉をすすめる会へ」協賛とし

て 20.000 円 
「赤い羽根共同募金」に協力しクオカード・図書

カードで 20.000 円分を会員の皆様に御協力を頂き

ました。      
１１月２６日「楽市」に出店し、売り上げ 164.300
円でした。皆様方の御協力有難うございました。 
アイバンク委員会では 
ポスター展示と献眼登録用紙の配布を１１月２

３日ワープ上里で開催された歯の健康に関する講

演会でポスターの展示と参加者に献眼登録の用紙

を配布しました。  
アイバンクの登録をなされていない方で登録に

ご理解を頂ける方は是非お願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

国際奉仕委員会   橋本恒男 委員長 
  
国際奉仕委員会の橋本です。 

古瀬末雄会員、中島高夫会員 
野沢章夫会員、神宮つぐよ会

員の５人で担当しております。 
国際奉仕委員会では今年の

３月をメドに本庄に居住する

外国人を対象にゴミの出し方

等のパンフレット(ポルトガル語中国語)を 2000 部

作成して各外国人に配布します。 
 世界奉仕委員会は中島高夫会員が担当した書き

損じハガキを集めて、埼玉ユニセフを通じ奉仕い

たします。 
 ロータリー財団委員会は野沢章夫会員が担当し

ポールハリスフェロー、財団の友と一層獲得する

努力をします。マルチプルフェローを１人でも多

く出来る様努力いたします。 
 米山奨学委員会では、神宮つぐよ会員が担当し

今期 650,000 円送金し、累計額が 21,318,600 円にな

り、米山功労クラブとして表彰されました。これ

は我々の先輩のロータリアンの御努力に感謝いた

します。これで半年を振り返り事業報告といたし

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
広聴広報委員会  岩本英人・戸谷清一・岩堀 薫 

 
■例会日 毎週木曜日  12:30～13:30   ■例会場 埼玉グランドホテル本庄 

■事務所 埼玉グランドホテル本庄 700 号   E メール honjorc@themis.ocn.ne.jp 

〒367-0041 本庄市駅南 2－2－1      ホームページ     

TEL 0495-22-7522  FAX 0495-22-3571   http://www.globals.jp/hp/HRotary/index.html



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


