
 
 

 

《本日の例会》 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

進 行  後藤芳生 ＳＡＡ 

点 鐘   午後１２時３０分 渋谷修身 会長   

ソング  「それでこそロータリー」 

来訪者  ボーイスカウト本庄第１団 

          団委員長 飯島臣司 様 

 
 
〔会長の時間〕    渋谷修身 会長 
  

皆様こんにちは。最初にお客

様の御紹介を致します。ボーイ

スカウト本庄第１団･団長の飯

島臣司様です。飯島様には毎年

一度は本庄ロータリークラブに

来て頂いておりまして有難うご

ざいます。又、いつもロータリ

ー等いろいろお手伝いして頂きまして有難うござ

います。本日も、新世代月間にちなみまして後藤

会員とお二人にお話しをして頂きます。 

 それから本日は、ロータリー財団委員長の野澤

さんに先日の９月９日に行われました地区のセミ

ナー報告を少し詳しく報告して頂きます。 

 今年度、地区財団へ新本庄誕生記念として、新

幹線｢本庄早稲田駅｣の前に太陽電池式電波時計を

設置するにつきまして、補助金プログラムを申請

しております。これが認められて補助金が出たな

らば、こちらとしてもある程度は財団に恩返しを

しなければならないかなと考えております。 

  

 

 

又、次週は今年度初めてのゴルフコンペと移動例

会です。是非、ご参加頂きますようお願い申し上

げます。 
＜報告事項＞ 
・上里ＲＣから『公開後援会のお知らせ』がきて

おります。 
  日時：９月２７日(水)  

午後６時より７時３０分 

  会場：割烹「小菊」 

  演題：『ブラジルの実像』 

  講師：ブラジル総領事 ギマラエス･レナト氏 

 本庄ＲＣには、今ブラジルから留学生が来てお

りますので、彼女には行ってもらおうと思って

おります。その際、温井カウンセラーか又は他

の人に連れて行って頂きたいと思います。それ

以外の会員の方でも興味のある方は、是非ご参

加して下さい。 
 

 

 

〔幹事報告〕    佐藤賀則 幹事 
 

・先週の例会時に皆様にお渡し  

致しました、１０月８日(土)  

に本庄市役所で開催されます  

｢まちの駅記念講演会｣に多数  

の会員の参加をして頂きたい   

と本庄商工会議所より依頼が  

きておりますので、ご参加し  

て頂ける方は是非、宜しくお願い致します。又、 

参加をして頂ける方は、幹事までお願いします。  

・川本ＲＣよりホームページ開設のお知らせが届

いています。 

・アイバンクより会報が届いています。 

・子育て応援団ビスケットより広報が届いていま

す。 

・本庄市国際交流協会よりインフォメーションが

届いています。 

 

新世代のための月間 
 

卓 話 
「指導者の責任」 

ボーイスカウト本庄第１団 
団委員長 飯島臣司 様 
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〔委員会報告〕 
 

★親睦活動委員会    田中 克 副委員長 
  

来週の移動例会についてです

が、すでにご案内の文章は、Ｆ

ＡＸにて皆様に届いていると思

いますが、９月２８日(木)、場

所は伊香保温泉『ひびき野』

(旧さつき亭石坂)、点鐘は午後

６時３０分になっておりますで、 

時間に遅れないようによろしくお願い致します。 

 

 

★ロータリー財団委員会    野澤章夫  委員長 
 

 皆さんこんにちは。第１回地

区ロータリー財団セミナーが、

９月９日に坂戸グランドホテル

で開催されました。 

出席して来ましたので、その

ご報告をさせて頂きます。 
 

 

１、変更点について３つの説明がありました。 

①手続きの変更 

  財団への寄付記録を確認できるビジネス・ポ

ータルへアクセスする時の会員ＩＤ＃ですが

ＩＤ＃を掲載しているクラブ寄付認証概要を

ＦＡＸでして貰えなくなりました。その為、

自分のＩＤ＃を問い合わせすると、本人確認

の質問があり答えられるとアクセスに必要な

ＩＤ＃が郵便で送られる方法に変わりました。 

 ②教育的プログラムの改正 

  ２００８～２００９年度より、国際親善奨学    

  金が上限支給ではなく、世界一律の額になり

ます。１学年度(９ヶ月)の場合は、現在の上

限米貨２６，０００ドルが一律２３，０００

ドルとなります。 

 ③人道的プログラムの改正 

  ２００５年７月１日から一時停止されていた

個人向け補助金が、２００６年７月１日から

復活になり、名称がボランティア奉仕活動補

助金に改められました。 
 

２、本年度の寄付について 

  前年度と同じ目標です。個人で、『年次寄付

一人当たり１００ドル』と、各クラブでは

『会員協力金４０ドル』、恒久基金『パーマ

ネン･トファンド２０ドル』の計１６０ドル目

標の達成を依頼されましたので、是非、皆様

のご協力をお願い致します。 
 

３、ＧＳＥについて 

  ２５７０地区では、２００７～２００８年度

でＧＳＥが実施予定との事です。 

１１月のロータリー財団月間には、梅澤部門委員

長さんの卓話を予定しております。 

最後に、寄付目標達成に向け皆様のご協力を是

非とも宜しくお願い申し上げます。 

茂木 正 プログラム委員長 
 本日は本庄ボーイスカウトよ

り団長の飯島臣司様にお越しを

頂いております。 

 皆様、マスコミ等でご存知の

ように、学校内での暴力や非行

化の低年齢化呼ばれています。

小学生が先生に暴力をふるう、

または｢手を出したら教育委員会に言い付けてクビ

にしてやる!!｣など信じられない教育の現場の声を

聴きます。 

 ボーイスカウトという規律のある行動や規範を

冠した子供達の行動を通して、健やかな成長・発

達を願うものです。 

 
 
紹 介       後藤芳生 会員 

 ボーイスカウト本庄団 団委

員長飯島臣司さんです。 

 戦前、大正末期に日本全国で

３００番台の少年団がルーツで

す。当時は市町村単位ではなく、

字別に組織されていました。 

本庄町でも、宮本町等数団体

が活動されて、戦後昭和２４年埼玉県下５つのボ

ーイスカウトが同時に設立されその中の１つで、

歴史あるスカウト活動を展開しています。団委員

長として塩原圭次郎氏が初代、その後髙橋市長、

飯島教育長が歴任され現在に至っています。 

 本日はボーイスカウト埼玉県連より、後援活動 

に永くご協力いただいている感謝の証として挨拶

に伺いました。 

 今後、国のあるべき姿として家族の絆、社会の

教育力を取り戻そうと、関係団体が動き始めてい

ます。 

上里学園長の卓話の中にもある様に、子供達の

居場所が無くなっています。｢ただいま!｣の後に誰

も居ない家庭だったら皆さんどう感じますか？た

とえ返ってくる挨拶が近くのおじさん、おじいち

ゃんでも温かく返ってくればどんなに明るい社会

が築けるでしょうか。 

 スカウトの活動は、自然の中で他人とキャンプ

をしながら一夜を過す事から心身を強くしていこ

うとしています。たくましい子供達を育成する方

法はたくさんあります。皆様一人々ができる事に

少しだけ手を貸して下さい。 

ロータリークラブでは、スカウト活動でとても

大きな支えになっています。野外活動や募金活

動・市内清掃等、皆様に案内を差し上げますので

時間の許す限りお出かけ下さい。 

 又、クラブハウスはロータリーの補助で見福公

園の南に市の協力を頂きながら建設されています。

毎日曜日午後１時～３時まで開いていますので、

お近くを通った時には是非足を運んで下さい。 

 

 

 



ボーイスカウトより感謝状の贈呈        
  

ボーイスカウト本庄第１団  
団委員長 飯島臣司 様 

 

 
 

 

 
 

 

 

卓 話 
 

「指導者の責任」 
ボーイスカウト本庄第１団 

団長 飯島臣司 様 
 いつもボーイスカウト本庄団

にたいしまして多大なる協力あ

りがとうございます。 

 先日、本庄市より子供達に飯

盒での食事造りを、頼まれまし

た。まず、カマド造りから始ま

りました。そしてマキ造り。こ

れからは子供達から目が離せなくなくなります。

刃物を使う注意をしっかりと教えます。ナタを使

う時、使う人から見る子供を３ｍ位は離し作業を

させます。 

 次は、カマドに火を点けさせます。マッチをつ

ける時は下へ向けてつけさせます。まっすぐ前に

こする子供もいます。火のついた先が前へとんで

行く時があり火傷や、もし目の中に入った時は大

変な事になります。指導者の責任がとわれます。

子供達の帰るまでが責任であります。 

 私の家の孫の友達がよく遊びに来ます。靴を脱

ぎっぱなしの子供が多く、注意をして２、３回す 

 

すると揃えて上がるようになります。子供達に温

かく接するのも大切な事だと思います。 

 本庄１団の夏のキャンプを２泊３日で行いまし

た。上高地乗鞍岳への行定で行い、危険な所もあ

ります。１人行動をさせない事、危険な事をさせ

ない事、指導者の言う事を徹底させる、注意事項

は２～３回多くしておく事、子供の事故を防ぐ事

につながり、指導者の責任問題もなくします。場

合によっては、刑事責任をとわれます。会社によ

っては、クビにもなってしまいます。事故無く帰

ってくるのが当たり前の事と思っております。 

 今まで、本庄１団では大きな事故無くまいりま

した。これからも事故無く子供の指導をしてまい

ります。今後ともご指導ご協力をお願い致します。 

 

 

八木茂幸 プログラム副委員長 
 飯島さん、大変貴重なお話しを頂きまして有難う

御座いました。 

 先週も上里学園の持田園長先生

からお話を頂きました。たまたま

用事がありまして、火曜日に持田

園長先生にお目にかかる機会があ

りました。朝、お伺いしましたら

職員会議を長い間なさっていらし

て、お話を聞きますと３連休の間にトラブルがあっ

たそうで・・・その対応におわれていたとの事でし

た。 

 今、子供達を取り巻く環境も悪いと思いますし、

又いろいろな問題も起きております。そういったな

かで、先週に引き続き今週もボーイスカウトという

かたちを通じて、子供達の健全育成に取り組んでお

られる皆さんに心より敬意を表します。本日はどう

も有難うございました。 

 

 

 

〔ニコニコボックス〕  坂本雄一 委員 
 

  

（順不同・敬省略） 
 
 

今月は｢新世代のための月間｣で

す。ボーイスカウト感謝状受領

式ご苦労様でした。 
 

（同文にてご投入頂きました） 
渋谷修身 茂木 聡 下山正男 矢島淳一 
中島高夫 岩本英人 梅村孝雄 野村正行 
田中 克 茂木 正 斉藤清一 渋澤健司 
笠原 勝 野澤章夫 立石秀寿 横尾セツ 
塚越 茂 中村 孝 
 
 
野澤Ｒ財団委員長、発表よろしくお願いします。 

 
 
 



 
（同文にてご投入頂きました） 

武井包光 佐藤賀則 坂本雄一 岩渕富男 

古瀬末雄 春山茂之 岡崎正六 竹並栄一郎 

戸谷 丈 真下恵司 八木茂幸 五十嵐敦子 

岡芹正美  

 

 

石原輝弥 

 早退させていただきます。 

 

加藤玄静 

 彼岸中です。布施行に努めましょう。 

 

高柳育行 

 昨日のホストファミリー会議では温井カウンセ

ラーお世話になりました。 

 

 

本日投入金額合計 ３４，０００円 
 

 

 

 

〔出席報告〕     渋澤健司 委員長 
 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

①木の根本にある枯れ枝からたき木となる細い枯れ

枝をたくさん集め、まっすぐに立てる 

②たき木のまわりを、枝で囲み、風の入る方向に火を

つける口を作る 

③たき木に火をつけ、じょじょに大きいたき木を加えて、

必要な大きさの火にする 

  

  ＊ビーバースカウト・カブスカウトは、必ず指導者のい

るところでいっしょにやりましょう 
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出席免除
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出席義務
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７９名 

 

９名 

 

７０名 

 

４５名 
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広聴広報委員会  岩本英人・笠原 勝・戸谷清一・岩堀 薫 
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