
 
 

《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  本庄市文化財保護審議会委員長、本庄

市文化団体連合会長 柴崎起三雄 様 

青少年交換学生   ナターリアさん 

 
 
〔会長の時間〕    渋谷修身 会長 
 

 
 皆様こんにちは。先週の伊香保温泉での移動例

会には、多数の会員の出席を頂きまして誠に有難

う御座いました。皆様の思いやりに感謝致します。 

お客様の御紹介を致します。本日、卓話をお願

いしております柴崎起三雄様です。現在、本庄市 

文化財保護審議会委員長そして本庄市文化団体連 

合会長をなさっております。もう 1 人は青少年交

換学生のナターリアさんです。現在は２番目のホ

ストであります中村さん(ブラジルに行っておりま 

 

す中村 茜さんのお宅)の所でホストして頂いてお

ります。 

さて、１０月は職業奉仕月間であり又米山月間

でもあります。そこで本庄ロータリークラブの例

会においても、次週１２日は職業奉仕委員会に、

その次の１９日は米山奨学会委員会の担当でプロ

グラムを組んであります。多くの会員のご出席を

お願いいたします。 

次に、本日１１時より１０月度の理事会が開催

されましたが、次週発表しますのでご了承下さい。 

  

 

〔幹事報告〕    佐藤賀則 幹事 
 

 
・秩父ＲＣより｢１００年の森林をつくろう｣とい

う事でカエデの木の植栽のご案内がきておりま

す。１０月２２日秩父市滝沢ダム右岸道路周辺

で午前１０時より１３時まで、植栽できる服装

でお願いします。昼食の準備もあるそうですの

で参加できる方は幹事まで宜しくお願いします。 

・岡部ＲＣ主催のチャリティー・レクチャークラ

シックコンサート『ウィーンの香りを新深谷市

へ』が１０月２９日花園コミュニティーセンタ

ーアドニスで行われます。入場無料ですがチャ

リティー募金の箱がありますので、行かれる方

は宜しくお願い致します。 

・以前、ブラジルから交換学生としてきておりま

したホーナン君より関口会員宛に手紙と大学卒

業の資料が届いておりますのでご覧下さい 

・本庄市国際交流協会より｢ふれんど｣が届いてい

ます。 

・国際ロータリーより｢ザ・ロータリアン｣誌が届

いています。 

 

職業奉仕月間・米山月間 
 

卓 話 
「本庄の偉人」 

本庄市文化財保護審議会委員長、 

本庄市文化団体連合会長 

 柴崎起三雄 様 
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率先しよう 



☆スピーチ   ナターリアさん 
 皆さんこんにちは。私の名前は

ナターリアです。私は１８歳です。

ブラジルから来ました。私は本庄 

高校で勉強しています。２年生。  
私は自転車で学校に行きます。

田辺ホストファミリーからは１５ 
分、中村ホストファミリーからは３０分で行きま

す。今は中村ホストファミリーです。 
 私は日本が大好きです。でも、日本語は難しい

ですね。日本はとても楽しいですよ。日本の生活

にもなれました。どうもありがとうございました。 
 
 
 
［１０月誕生祝］ 萩原達夫 親睦委員長 
（敬称略） 
 立石秀寿 巴 高志 
 

 
 

・代表挨拶     立石秀寿 会員 
今月の１６日で満６５歳にな

ります。年金の年になりまして、

６５歳を過ぎると高齢者というこ

とになるのだそうですが、余り高

齢者という自覚がありません。こ

れからも健康に気を付けて、年金

を頂いて、楽しくやろうと思っています。本日は

有難うございました。 
 

 

［１０月結婚祝］ 
（敬称略） 
 坂上俊夫 矢島淳一 春山茂之 松原幹男 

神宮つぐよ 斉藤清一 戸谷清一 橋本恒男 

坂本雄一 石原輝弥 古瀬末雄 武井包光 

石原 修 岩堀 薫 
 

 
 

 

・代表挨拶     春山茂之 会員 
 お祝い有難うございました。結

婚記念日といっても最近は・・・ 

子供が結婚祝いを持って来てくれ

ると、『あっ!そうか!』という感

じです。結婚してから４０年位に

なるかと思いますが最近、家内が

調子を崩していまして、つくづく家内の有り難さ

を今身にしみているところです。皆さんも奥様を

大事にしてあげて下さい。 

 

 

 

〔委員会報告〕 
 
 

★社会奉仕委員会   高柳育行 委員長 

 １０月２４日(火)１２時から本

庄早稲田駅のロータリーに於いて、 

太陽電池式電波時計設置の贈呈式

を行います。 

 当日は吉田市長様にもご出席を

頂きまして、４クラブ共同事業で

すので４クラブに対して感謝状の贈呈と、ロータ

リー関係では鈴木ガバナーとガバナー補佐もご出

席される予定になっております。 

会員の皆様もお忙しいと思いますが、是非１２

時までに本庄早稲田駅の方にご集合頂きたいと思

います。宜しくお願い致します。 

 

 

 

八木茂幸 プログラム副委員長 
 卓話のご案内をさせて頂きます。

本日は柴崎起三雄様にお越しを頂き

ました。只今より卓話をして頂きた

いと思っております。 

 私も本町で、同じ本町の町内にお

いて加藤会員、金子会員共々役員と

してお世話になるなかで、大変いろいろな歴史に

ついてお話を頂く機会がありました。 

 本日は、とても楽しみにしております。宜しく

お願い致します。 
 
 

紹 介       春山茂之 会員 
 柴崎先生のご紹介をさせて頂き

ます。柴崎先生を殆どの方がご存

知かと思いますが、私との関係は

家内同士の付き合いで存じ上げて

おります。本庄市の歴史について

大変詳しいのでお話をお聞きした

いと思っていたところ、プログラム委員会より卓

話の依頼ありましたので先生にお願いしました。 

柴崎起三雄様のご略歴 

・昭和１４年本庄市生まれ 

・昭和３７年～平成１１年 



児玉郡、本庄市内の学校に勤務 

      (本庄西小学校長、東中学校長・児玉

教育事務所長） 

  ・現在 本庄市文化財保護審議委員長 

      本庄市文化団体連合会長 

  ・著書 『本庄人物辞典』 

『本庄の歴史と城山稲荷神社』他 

今日は本庄市と児玉町で合併しましたので、児

玉町の方からは塙 保己一さん、本庄市としまして

自転車を世界で初めて発明した庄田門弥さんに関

してお話を頂きます。柴崎先生宜しくお願い致し

ます。 

 

 

卓 話 
 

「本庄の偉人」 
本庄市文化財保護審議委員長 

本庄市文化団体連合会長 

柴崎起三雄 様 
 今の県知事が｢埼玉の三偉人｣ 
ということに非常に力を入れて

いろいろな場所で話しておられ

ます。｢埼玉の三偉人｣は塙 保己

一、渋沢栄一、現在は社会に貢

献したという事で荻野吟子の三

人で一致しているようです。 
 
｢本庄市の偉人｣ 
 

塙 保己一(はなわ ほきいち) 

  １７４６年(延享３)保己野村・荻野家に生誕 

  １７５２年(宝暦１)病より失明(７歳) 

  １７６０年(宝暦 10)江戸に出て、雨宮検校に 

            入門(１５歳) 

  １７６９年(明和１)国学者賀茂真淵に入門 

(２４歳) 

  １７７９年(安永８)『群書類従』刊行に着手 

           (３４歳) 

  １７８３年(天明３)検校に進む(３８歳) 

  １７９３年(寛政５)和学講談所設立(４８歳) 

  １８１９年(文政２)『群書類従』６６５冊 

完成(７４歳) 

  １８２１年(文政４)総検校に進む。９月没 

           (７６歳) 
 

 

 

 

＜小笠原島関係・小笠原氏系図＞ 

―小笠原長基揮丅長秀(深志)・・・定頼(松本城)   

        ∟政康(松尾)・・・信嶺(本庄城) 
 

１５９３年小河原貞頼が無人島発見 

１８６１年幕府が塙二郎に小笠原由来調査 

１８７６年小笠原島の日本領土を諸外国が承認 

 
 

 

 

庄田門弥(庄田 もんや) 

 １６５８年(万治１)北堀村庄田家に生誕 

          旗本野呂市郎右衛門地行

所の組員 

 １７２９年(享保 14)千里車(人動車)を将軍吉

宗に献上(７２歳) 

 １７５０年(延享３)病没(９３歳) 

 

 

１７９０年フランス人シブラックが木製こぎ式

自転車発明 

１８６５年フランス人ミショーがペダルクラン

ク式自転車発明 

 

１５９９年オランダ人ステフィンが風力自動

車発明 

１７６９年フランス人キュニューが三輪蒸気

自動車発明 

 

 
 

 
 

柴崎起三雄様と渋谷会長 
 



〔ニコニコボックス〕  横尾セツ 委員 
 

 
 

（順不同・敬省略） 
 

本日は塙保己一の卓話を柴崎起三雄先生にお願い

しております。ひとつ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 岩本英人 佐藤賀則 萩原達夫 
武井包光 笠原 勝 岡崎正六 野村正行 
西村賢次 古瀬末雄 三宅健吉 小此木利明 
立石秀寿 中島高夫 江原栄一 竹並栄一郎 
八木茂幸 茂木 聡 境野三郎 春山茂之 
橋本恒男 飯塚明男 田中 克 岩渕富男 
下山正男 横尾セツ 塚越 茂 五十嵐敦子 
戸谷清一 中村 孝 渋澤健司 戸谷 丈 
 
 
本日は第一例会です。秋も深まり食のおいしい季

節です。よろしくお願いします。 
 

（同文にてご投入頂きました） 
梅村孝雄 石原輝弥 

 

 

藤井 仁 

 ニコニコ委員会ごくろうさまです。 

 

野澤章夫 

 ９月２２日、結婚記念日祝いのワインが届きま

した。ありがとうございました。 

 

狩野輝昭 

 欠席がちですみません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

境野三郎 

 久し振りです。宜しくお願いします。 

 

高柳育行 

 楽しい移動例会に参加できました。お世話にな

りました。 

 

内野昭八郎(職業奉仕委員会) 

 今月は職業奉仕月間と米山月間です。各々の職

業を通して少しでも社会に奉仕できる様に頑張

りましょう。 

 

飯塚明男 

 検診がありますので早退させてもらいます。 

 

 

本日投入金額合計 ４０，０００円 
 

 

 

 

〔出席報告〕     渋澤健司 委員長 
 

 
 

メーキャップ数３枚 

 

  
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
広聴広報委員会  岩本英人・笠原 勝・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

 

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 

 

７９名

 

９名 

 

７０名 

 

４６名 

 

７０.０％


