
 
 

 

《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  「それでこそロータリー」 

 
 
 
〔会長の時間〕    渋谷修身 会長 
 

 皆様こんにちは。例会出席あり

がとうございます！ 

 はじめに新入会員のご紹介を致

します。本日入会の坂上俊夫さん

です。後程、入会式を行います。 

 ８月は拡大増強月間ですが、巴 

委員長をはじめ皆様方のご努力によりまして３名 

の増強ができました。ありがとうございました。 

でも、これで終わりというわけではありませんの

で、『この人は入会させたい』という方がありま

したら、巴委員長まで一報をお願い致します。 

 さて、｢本庄ロータリークラブ細則｣というもの 

が決められておりますが、そのうち役員・理事の 

定数に関しまして現状に合った、しかも適当と思 

われるものに改正致したいと考えます。改正につ 

いては同じく細則に定めてありますが、１０日前 

までに予告が必要ということになっておりますの 

で、９月７日に細則改正のためのクラブ協議会を 

開催することを宣言いたします。９月第１例会後 

ということになりますので多数のご出席をお願い 

します。 

  

 

 

 

次に、来日交換留学生のナターリアさんがブラ 

ジルの４７６０地区より来日いたしました。後程 

温井カウンセラーより報告して頂きます。今月の

夜間例会にウェルカムパーティーを行いまして、

以後９月より毎月第１例会に出て来る予定ですの

で宜しくお願い致します。 

 以上で会長挨拶と報告を終わります。 

 

 

 

〔幹事報告〕    佐藤賀則 幹事 
 

・坂上俊夫さんようこそおいで頂      

きまして有難う御座います。     

・９月７日のクラブ協議会のご案     

内を本日付で全会員へＦＡＸを     

させて頂きましたので、お目を   
通して頂きたいと思います。 

・本庄市ボランティアセンターより｢ボランティ

アさん募集｣のご案内がきておりまして、『障

害者施設一泊旅行サポート』が９月５･６日に

あるそうです。回覧させて頂きますので宜しく

お願い致します。 
・米山梅吉記念館より館報が届いております。 
・昨日、本庄市ボランティアグループ連絡会の定

例会がありまして、立石副会長にご出席して頂

きました。 
・来週の８月３１日は夜間例会です。交換留学生

の歓迎会を中心に行いたいと思いますので、多

数のご出席を宜しくお願い致します。 
・先週の例会は休会(お盆休み)でしたが、休会の

ご連絡を改めさせて頂かなかった為に来てしま

われた数名の方がいらっしゃいました。大変申

し訳ございませんでした。お詫び申し上げます。 
 
 
 

 

会員増強および拡大月間 
 

卓話 ｢イニシエーションスピーチ｣

浅香  匡会員 
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＊入会式 
 加藤玄静 ロータリー情報副委員長 

  小此木利明委員長代行の副委

員長の加藤です。事前に選考・

分類・理事会・その他の諸手続

きを順調に意義なく済まれまし

て正式に入会が決定されました。 

 この間、坂上様にはロータリ

ーの活動の内容と会員としての

責務・財政的負担についていろいろと小此木利明

ロータリー情報委員長よりお話をして頂きまして

入会が決定されたわけでございます。 
 今日、紹介者が関口雅之会員でありますが未だ

体調不良ですので本人が出席できるまでの代わり

に、金子 弘会員に坂上様の顧問というかたちで

ご指導して頂くということになっております。 
 
 
金子 弘 会員 

 坂上俊夫さんのご紹介をさせ

て頂きます。お嬢様は、小此木

年度のサヨナラパーティーの時

に童謡の独唱をして頂きました。 
又以前の春の選抜高校野球の開

会式に国歌斉唱をなさいました。 
 坂上さんは本庄東高校の教壇に立っておられま

したが、㈱アイ・エス・シーファミリープラザこ

だま温泉代表取締役でございます。ゴルフが大変

お上手だそうです。是非、皆様ご指導、ご鞭撻の

ほど宜しくお願い致します。 
自宅住所 本庄市児玉町蛭川１０５１－６ 

 生年月日 昭和１８年１１月２８日 
 企 業 名   ㈱アイ・エス・シーファミリープラ

ザ こだま温泉 

 事業内容 日帰り温泉 

 家族構成 夫人・子供３人 

 趣  味 ゴルフ 
 
 
新入会員入会の歓迎の挨拶 渋谷修身 会長 
  坂上俊夫さん、あなたを会員として迎える事が

出来ます事を本庄ロータリークラブの理事会と会

員を代表しまして心からお喜び申し上げます。 

坂上さんは、その仕事における指導者である

と紹介者が信じ、又全会員がそう思った結果本庄

ロータリークラブの会員に選ばれたわけです。坂

上さんが、その人格と奉仕活動をロータリーを通

じて実現する事によって、地域社会はロータリー

を知りまた判断するのです。私共もあなたがより

よいロータリアンになれることを期待しています。

そして、それを願いあなたにロータリアンのバッ

ヂを着けます。又、

ロータリーに関する

資料を贈呈します。

後程じっくり読んで

頂きたいと思います。 

 会員の皆様が出来

るだけ早い機会に声

をかけ知り合いにな

れるよう努力して頂

きたいと思います。

金子 弘会員はよく指

導をお願いします。 

 坂上俊夫さんを本年度ニコニコＢＯＸ委員会の

委員に任命いたしますので、ニコニコＢＯＸ委員

会のメンバーの方々も宜しくお願い致します。 
 
 
坂上俊夫 新入会員 

 この度、伝統ある本庄ロータ

リークラブに推薦されまして入

会できる事が出来ました。有難

う御座います。これから会の方

針、その他を一生懸命皆様に教

えて頂きながらロータリー活動

に参加させて頂きたいと思っております。 
又、ロータリーの精神を早く学び貢献したいと

思っておりますのでどうぞ宜しくお願い致します。 
本日は、ありがとうございます。 
 
 
 
〔委員会報告〕 
 

★職業奉仕委員会   三宅健吉 委員長 
職業奉仕部門研修会が８月５日

川越市氷川会館で１時３０分より

開催され出席してまいりました。    
鈴木勲ニガバナーの点鐘、年度

方針の説明に始まり部門委員長の

挨拶の後、分科会が開催され第一

から第五グループに分かれグループ討議を実施い

たしました。 
鈴木勲ニガバナーの年度方針の説明では、昨今

社会的犯罪や青少年による犯罪が多発しており、

１０２年前ポールハリスがクラブを立ち上げた時

代に似ており我々が社会を明るくする行動を起こ

す必要があると説かれておりました。 
ＲＣの目的に奉仕がありますが大きく２つに分

類されます、社会の為にという目的論的概念から

くる社会奉仕、国際奉仕など、そして職業を通し

てという方法論的概念の職業奉仕に分類されます

が職業を通して貢献というから分かり難くなるの

であり、分からないからやらないのではなく良く

討論し理解し合って活動して欲しい。どんな職業

でも利潤の追求は当然でありますがそれは奉仕か

ら生まれる利益というご褒美であります。したが

って利益を得るために偽ったり不正を働いたり、

反道徳的な行為をしてはならず、みんなの為に為

るかを考え行動し相手を思いやる気持ちがロータ

リアンでありまた、利益の前に自ら率先すること

はあなたが主役と云う言葉につながると結んでお

りました。 



分科会に別れ第 4 グループの出席９クラブでグ

ループ討議が始まり各クラブの事業方針と活動計

画の発表説明をおこないました。活動計画につい

て目を引いたのが寄居のニート及びフリーター問

題への取り組み(内容的にはこれからである)、児

玉クラブの会員自身が他企業に赴き自ら職業体験

をするなどでした。 
 
 
報 告 温井一英  受け入れカウンセラー 

 青少年交換留学生の件でご報告

を致します。 
８月１７日に迎えに行く予定で

したが、１９日に変更になりまし

て成田まで迎えに行き無事本庄に

到着しました。 
その夜、ファーストホストファミリーの髙橋福

八パストガバナーのお嬢様の田辺様のご家族と一

緒に食事をして楽しい一時を過ごしました。 
８月２２日に、市長の表敬訪問と外国人登録を

合わせて済ませました。 
ナターリアさんーは素直でおとなしく大変素晴

らしい子です。来週、夜間例会のウェルカムパー

ティーには出席しますので宜しくお願い致します。 
尚、高柳会員と岡芹会員からナターリアさんー

用の自転車を寄付して頂く事になりました。 

 
 

報 告 髙橋福八 パストガバナー 
 ブラジルから来たナターリアさ

んはとても良い女の子です。私の

家でファミリー全体の誕生会をや

った時、ご招待致しましたが食事

のマナーもとても良くそだちの良

さを感じました。お引き受けした

家族だけで楽しむのではなく、全会員が何かの折

にはご一緒したり小旅行等に連れていったりした

ら本人も喜ぶでしょうし、又会員ご家族もロータ

リーの真の楽しさを味わえると思います。 

 

 

★出席委員会    渋澤健司 委員長 
 さる８月２１日(月曜日)に、軽

井沢ＲＣへメーキャップに行って

まいりました。例会場は軽井沢プ

リンスホテルで、１２時３０分依

田龍治会長の点鐘から始まり会長

挨拶、幹事報告とスムーズに進み

ました。会場は周りをゴルフ場のグリーン・緑に

輝く池、大きな緑の樹木に囲まれリゾート地独特

の爽やかな雰囲気に包まれていました。点鐘後に

昼食が始まり、３０名ほどの参加者が和やかな会

話をしながら食事を頂きました。食事終了後に本

日のビジターメンバー紹介が行われ、当本庄ＲＣ

から佐藤賀則幹事・春山茂之会員・茂木 正会員

と私、他クラブからは服部セイコーの会長やその

他１０名ほどの参加者が紹介されました。 

その後各委員会報告等が行われ、続いて八十二

銀行中軽井沢支店・中村剛様による「企業にとっ

ての環境問題と八十二銀行の環境活動」のテー

マで卓話がありました。温暖化対策のポイントは

五つありました。まず一つ目は冷房の温度１℃

高く、暖房の温度を１℃低く設定するその為に

カーテンを利用して太陽光の入射を調整したりす

る。二つ目は週二回往復８ｋｍ車の運転をやめ

る通勤や買い物の際にバスや鉄道、自転車を利用

しましょう。三つ目は待機電力を９０％消滅す

る、主電源を切ることから行いましょう。四つ目

は、風呂の残り湯を洗濯や庭の水遣りに有効に

利用すること。五つ目はポットやジャーの保温

を止める。ポットやジャーは保温の利用時間が長

いため、多くの電気を消費するためご飯などは電

子レンジで温め直す方が電力の消費が少なくなり

ます。この五つの活動を一年間続けることにより

年間で３５１ｋｇのＣＯ2 削減になり合計で２３，

０００円の節約になるそうです。是非私たちも身

近なところから環境問題にたいして活動を始めて

みてはいかがでしょうかと、お話がありました。

その後、会長の点鐘で例会はお開きとなりました。 

今後、本庄ＲＣから他クラブへのメーキャップ

参加を是非積極的に推進し出席率向上に努めてゆ

きたいと思いますので、皆様方の御協力せつにお

願いして出席委員会からの報告を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。 

 

 

★ロータリー財団委員会   野澤章夫  委員長 

 ＲＩ本部より封書が届いていま

すので発表させて頂きます。 

『ロータリーの指導者の皆様へ 

 朗報をお知らせします。２００

６年６月２８日、米国で慈善団体

の評価を行う大手組織、チャリテ

ィー・ナビゲーターがロータリー財団の会計管理

における信頼性に対し最高を表す４つ星の評価を

下しました。』ということで報告がありました。 

このチャリティー・ナビゲーターという組織は、 

米国には１４０万の慈善団体がありその評価をし

ている様ですが、４つ星の評価を受けたというの

は１０８５だそうです。米国では４つ星の評価を

受けた団体にたいして慈善家の皆さんが寄付を行

ない、その管理を安心して任せられる証とも書か

れています。 

又、『財団がこのように認められたのは世界中

の指導者の皆さんをはじめとするすべてのロータ



リアンの方々がボランティアとして懸命に活動し

て下さったお陰であり、また職員の努力によるも

のであると理解しております。世界理解と平和を

育む為の皆さんのたゆまぬご支援に対し、感謝の

念に堪えません。』という事で、財団のゼネラ

ル・マネージャーのジョンＴ.オスターランド様

の署名で届きました。 

このようにＲ財団は会計管理がしっかりしてい

るということですので、是非ともまた皆さんにＲ

財団への寄付を宜しくお願い致します。 
 

 

 

茂木 正 プログラム委員長 
 ㈱上武自動車教習所の経営者と

して入会前から有名でしたが、浅

香 匡会員にイニシエーションスピ

ーチをお願い致しました。仕事を

含めて活発にあちこちでお目にか

かることが多いのですが、浅香会員の元気の秘密

と入会後の感想を含めてお話しをして頂けたらと

考えております。 

 

 

卓 話 
イニシエーションスピーチ 

「本庄ロータリークラブ入会の感想」   
浅香 匡会員 

 本年６月から入会させて頂きま

したが、感想を述べるほど活動内

容がまだ分かっておりません。 

ただ、入会したときに壇上に掛

かっていた『超我の法則(奉仕)』

という言葉には驚きました。又、

各委員会の数の多さにも驚きました。そして開式

前の点鐘、国歌斉唱及びロータリーソングの斉唱

につきましては、規律の無くなりつつある現代に

おいては大変新鮮に映りました。今後とも宜しく

お願い致します。 

  

 
〔ニコニコボックス〕 塚越 茂 委員長 

（順不同・敬省略） 
来月１５日より、光ファイバーインターネットが 
本庄(旧市街地全域)に導入されます。高度な動画

情報などが快適です。 

（同文にてご投入頂きました） 
茂木 正 中島高夫 巴 高志 萩原達夫 
梅村孝雄 戸谷 丈 三宅健吉 下山正男 
 

立石秀寿 古瀬末雄 中村 孝 
 

 

坂上俊夫新入会員入会おめでとうございます。 
（同文にてご投入頂きました） 

渋谷修身 岡崎正六 茂木 聡 佐藤賀則 
加藤玄静 渋澤健司 浅香 匡 黒岩三雄 
 

 

西東京代表早実優勝おめでとうございます。 

斉藤投手の力投に敬意を表します。 
（同文にてご投入頂きました） 

田中 克 矢島淳一 塚越 茂 橋本恒男 
真下恵司 沼田恵義 
 

 

残暑お見舞い申し上げます。熱中症に注意してく

ださい。 

 （同文にてご投入頂きました） 
竹並栄一郎 岩渕富男 八木茂幸 五十嵐敦子 
 

 

野澤章夫 

 早退します。 
 

笠原 勝 

８／２３号の情報誌『ひびき』に本庄クラブの

特集が掲載されています。読んで頂ければ幸い

です。 
 

岩本英人 

 あまりデートをしない中に夏が終りそうです。 

 ９月を頑張ります。 
 

武井包光 

 本日欠席します。昨日上里ＲＣへメーキャップ 

に行って来ました。 
 

高柳育行 

 温井さん、茂木(正)さん、巴さんナターリアの

出迎えご苦労様でした。 
 

 

本日投入金額合計  ３５，０００円 
 

 

 

〔出席報告〕      浅香 匡 委員 
 

メーキャップ数６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
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