
 

国際ロータリー第 2570 地区 第 4 グループ 

本 庄  
ロータリークラブ会報 

 

 

 

 

№４４－９  第２１１４回 例会  ９月 ７日   2006 年 ９月１４日 発行 
2006～07 年度 国際ロータリー会長 ウｲリアム・ビル・ボイド 第 2570 地区 ガバナー 鈴木勲二   

会長 渋谷修身 会長エレクト 岡崎正六 副会長 下山正男 副会長 立石秀壽 幹事 佐藤賀則 

率先しよう 

 

 

《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  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 
 

皆さん今日は。最初に来訪者の

ご紹介をします。ブラジルの４７

６０地区より、本庄ロータリーク

ラブに交換留学生として来日しま

したナターリアさんです。彼女は

８月１９日に本庄に着きまして、

現在、髙橋パストガバナーの娘さんであります田

辺さんの所でホストをして頂いております。先週

の夜間例会でウェルカムパーティーを行ないまし

たが大勢の皆様に出席して頂き、誠に有難うござ

いました。今後、第１例会に参加してもらいまし

て現状報告をしてもらう予定ですので、宜しくお

願い致します。 
 それから、本日は例会を早めに終りまして、以

前より予告してあります｢本庄ロータリークラブ細

則｣改正の為のクラブ協議会を開催しますので、数

多くの会員に参加して頂きたいと思います。 
 

＜理事会報告＞ 

・事務局のＦＡＸを購入する事が決定しました。 

・｢こだま精神保健福祉を進める会｣の後援をする 

事が決定しました。 

 

 

・｢本庄市書道人連盟｣に本年度も協賛する事が決

定しました。 
 

＜報告事項＞ 

・地区のセミナー 

①９月９日ロータリー財団セミナーに野澤委員

長が出席予定です。宜しくお願いします。 

  ②１０月１日国際奉仕セミナーに橋本委員長が

出席予定です。宜しくお願いします。 

・塙 保己一先生の遺徳顕彰祭に(児玉で開催)立石 

 副会長が出席して頂きます。 

・本庄早稲田駅ソーラー時計贈呈式の日時が決ま

りましたので、後ほど社会奉仕委員会から発表

して頂きます。 

 

 

〔幹事報告〕    佐藤賀則 幹事 
 

・２００６－０７年度｢ロータリー     

の友｣英語版の注文書がきていま   

すので、英語でお読みになたり    

い方は事務局までお願いします。 

・国連薬物乱用根絶宣言という事  

 で、厚生労働省・警察庁等から   

募金のお願いがきております。後程、募金箱を

回しますので募金をお願い致します。 

・本庄市ボランティアセンターより養成講座(９月 

 ～１１月)のご案内が届いています。 

・財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターより 

 ｢ニュースレター｣第７２号が届いています。 

・国際ロータリー第２５７０地区国際奉仕部門委

員長の真下様、世界社会奉仕委員長の立原様、

国際親善委員長の山田様より｢識字率向上プロジ

ェクト｣の成果をあげて頂くための１００円玉募

金シールを制作しましたという事で『寺子屋運

動にご協力を！』の募金で鈴木ガバナーのイラ

スト入りシールが届いています。 

 

 

 

新世代のための月間 
 

ク ラ ブ 協 議 会 
 



☆スピーチ   ナターリアさん 
 

 今日は。私の名前はナターリア

です。ブラジルから来ました。私

は１８歳です。私の趣味はスポー

ツです。中でもバレーボールが一

番好きです。私のブラジルの家族

は５人です。私のホストファミリ

ーの田辺さんは７人家族です。だからにぎやかで

楽しい毎日です。今後とも宜しくお願いします。

ありがとうございました。 
 
 
 
［９月誕生祝］   金井直樹 親睦委員 
（敬称略） 
 岩堀 薫 高柳育行 岩本英人 浅香 匡 

 茂木 正 福島文江 笠原 勝 関口雅之 

 八木茂幸 
 

 
 

・代表挨拶     岩本英人 会員 
 今月で７８歳の誕生日を迎えま

す。この間、沢山の方々のお世話

を頂き有難う御座いまして、幸い

健康にも恵まれ７月には中国の九 

寨溝や黄龍の山にも行ってこられ

ました。 

本庄ＲＣに入会以来２２年になりますが、先輩

方を見習い会の発展に尽くしたいと思います。 

 

 

［９月結婚祝］ 
（敬称略） 
 福島文江 杉山淑子 金沢喜作 野澤章夫 
 

 
 

・代表挨拶     野澤章夫 会員 
 結婚記念日のお祝いどうも有

難う御座います。当日にお祝い

の品物を届けて頂けると思いま

すが、届くと『今日は結婚記念

日だったのだなぁ。』と忘れず

にすみますので、その日は妻とお祝いをしたいと

思います。どうも有難う御座いました。 

 

 

  

〔委員会報告〕 
 

★社会奉仕委員会  岩渕富男 副委員長 

 ８月２６日東松山に於いて地区

社会奉仕セミナーが開催され高柳

委員長が出席致しました。その際、 

社会奉仕事例発表を行なったクラ

ブが行田さくらＲＣ、川越西ＲＣ、

秩父ＲＣ、新狭山ＲＣ、志木ＲＣ

の５クラブありました。発表内容

を回覧しますのでご覧下さい。 

 社会奉仕委員会の本年度一番の事業としまして、

太陽電池式電波時計の設置を新幹線本庄早稲田駅

前タクシー駐車場真ん中の芝生にする予定になっ

ております。セレモニーの日時は１０月２４日

(火)・正午で４クラブ合同で行ないますので、ぜ

ひ皆さん時間の都合をつけてご出席下さい。宜し

くお願い致します。 

 

 

★地域社会奉仕委員会   藤井 仁 委員長 

 １１月２日・３日に開催されま

す｢本庄まつり｣に献燈(提灯)新設

の協賛のお願いが本庄市観光協会

より届いておりまして、企業等の

名前入りで先着５０個という事で

す。本庄ＲＣも申込むということ

になりましたので宜しくお願い致します。 

 

 

ゴルフ部        金井直樹 会員 
 

９月１３日美里ゴルフクラブに

於いて４クラブ（４Ｃ）合同ゴル

フコンペを開催致します。９時３

０分より順次スタート致しますの

で、自分のスタート時間の４０分

前にゴルフ場に集合して受付を済

ませて下さい。 
 先程、出席者には当日の組合せ表をお配りしま

したが、もし生年月日に間違いがございましたら、

私の方までお知らせ下さい。 
 
 
 
〔ニコニコボックス〕 塚越 茂 委員長 
  

（順不同・敬省略） 
 

茂木 聡(ＳＡＡ) 

 ｢思いやりの心｣を持ってほしい 

 



〔出席報告〕     浅香 匡 委員 飯塚明男 

 住民検診があるので早退させてもらいます。 

 

岩本英人 

 本日は勉強会で早退させて頂きます。 

 

笠原 勝 

 ９／４号のかわら版『こだま』を３０部持って

まいりました。読んで頂ければ幸いです。 

 

竹並栄一郎 

 本日のかわら版｢こだま｣に孫娘の写真をのせて

頂き笠原さん有難うございます。 

 

戸谷 丈 

 埼玉県展本庄作品展が９月９日・１０日文化会

館で開かれます。 

 

本日はクラブ協議会です。じっくり語り合いまし 

ょう。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 西村賢次 小此木昭二 
金井直樹 山田喜一 中島高夫 松原幹男 
金子 弘 古瀬末雄 野村正行 小此木利明 
岡崎正六 橋本恒男 三宅健吉 春山茂之 
野澤章夫 佐藤賀則 岡芹正美 藤井 仁 
巴 高志 田中 克 沼田恵義 下山正男 
岩渕富男 
 

 

第一例会です、誕生月・結婚祝いの会員。おめで

とうございます。 
（同文にてご投入頂きました） 

立石秀寿 加藤玄静 矢島淳一 茂木 正 

横尾セツ 石原輝弥 五十嵐敦子 
 

 

朝夕だいぶ涼しくなりました。風邪など引かない

よう気をつけましょう。 

（同文にてご投入頂きました） 
塚越 茂 真下恵司 

 

 

本日投入金額合計  ４０，０００円 
 

 

 

 

 

 

メーキャップ数１枚 

 

 

 

 

【クラブ協議会】      
・｢本庄ロータリークラブ細則｣改正案 

について 
 

進 行        渋谷修身 会長 
これより細則改正のためのクラブ協議会を開

催致します。それにつきまして指名委員会議長

であります古瀬末雄会員に説明をお願いします。 
 
 

報 告   古瀬末雄 指名委員会議長 
   

｢本庄ロータリークラブ細則｣に

ついて、現行の規定と現況とが一

致していない点に付き、検討する

委員会が会長の指示により、先月

２回に渉って行なわれました。 

構成メンバーは現会長・幹事、会長ノミニーと

次期幹事、前ガバナー補佐の加藤会員と私でござ

いました。（中略） 

検討致しました結果、理事会のメンバーは１７

名が妥当であろうと云う結果となり、従って別紙

の通り当クラブ細則を改訂致したいと思います。 

これについて会長から皆様の賛否を取って頂き

たいと思いますので、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

まとめ        渋谷修身 会長 
以上のご説明より大多数賛成をして頂けまし

たので、これで細則改正を致しまして次年度よ

り実行して頂きます。有難う御座いました。 
 

 

 
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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