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《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  国際ロータリー第２５７０地区 

     第４グループガバナー補佐(深谷ＲＣ) 

          田部井 荘 様 

 
 
〔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。 
 まず、お客様のご紹介を致し

ます。国際ロータリー第２５７

０地区第４グループガバナー補

佐田部井 荘様でございます。本

日は、ガバナー補佐訪問という 
 

ことで本庄ＲＣにお越し頂きました。又、明日は 
会長幹事会が本庄で行われるますので、連日来て

頂くことになります。恐れ入りますが宜しくお願

いします。 
 本日の午前中に帳簿等の閲覧をして頂き、そし

て４大奉仕委員長を交えての懇談がございました。 
ガバナー補佐にはいろいろとご指導ありがとうご 

ざいました。後程、ご挨拶を頂きます時に田部井

様のプロフィール等は改めてご紹介致します。 

 本日の補佐訪問が終りますと、いよいよ２週間

後の８月３日には鈴木勲二ガバナーの公式訪問が

ございます。だいたいの進行等は既にお知らせし

てありますが、当日の詳しいプログラム等は確認

の意味を含めまして、来週全員にＦＡＸを致しま

すのでなるべく全会員のご出席をお願いします。 

 

 
 
 

 

ガバナー補佐訪問 
 

 
 
  
〔幹事報告〕    佐藤賀則 幹事 
 

 田部井ガバナー補佐、今日は本

当に有難うございます。宜しくお

願いします。 

・本日、新入会員予定者２名の発   

表ということで、巴拡大増強委   

員長からあがってまいりました    

２名につきまして理事会、小此 

木利明ロータリー情報委員長、梅村選考分類委

員長の諸手続きを経まして本日の例会終了後、

皆様へＦＡＸをさせて頂きます。新入会員予定

者お名前は再入会の真下建設代表取締役の真下

恵司様、㈱サイセン代表取締役の金子 章様の２

名でございます。ＦＡＸにお目を通して頂きま

して宜しくお願い致します。 

・｢ロータリーワールド｣とＲＩのカタログが届い

ています。回覧しますのでご覧下さい。 

・８月５日に職業奉仕部門セミナーが行われます。 

当クラブより三宅職業奉仕委員長がご出席の予

定です。どうぞ宜しくお願いします。 

・国際ロータリー第２５７０地区青少年交換プロ

グラム第３７期交換学生募集要項の各高等学校

への持参のお願いのご案内が届いています。 

・故森 三郎パストガバナーの｢偲ぶ会｣のご協力に

ついてのご案内が届いています。７月２９日に

パレスホテルです。回覧しますので、ご出席の

方は幹事までお申し出下さい。 

・７月２２・２３日『鶴ヶ島ＲＣ少年サッカー大

会』のご案内が届いています。主催は鶴ヶ島Ｒ

Ｃで、当クラブの後藤会員の幼稚園「すみれＦ

Ｃジュニア」が参加致します。その資料も回覧

しますのでご覧下さい。 

 

 



〔委員会報告〕 

青少年委員会   岡芹正美 委員長 

６   

日時＝６月２４日(土) 

：００ 

・鈴木ガバナー年度の新世代部門の指針について 

前９月の月間として青少年から新世代

 ②

吸収して頂きたいという

 ③

グラムというのであり

。

て欲しい。 

た

 ③

い 

ログラム(１

  

を集めてもらいたい。 

を直  

を選びたい。

  ㋓受け入れは単位クラブでなくグループの中   

します。 

 
 
●青   温井カウンセラー 

 

★
＜２００ ～２００７年度第１

回新世代部門セミナープログ  

ラムの報告＞ 

   １３：３０～１６

場所＝川越氷川会館 

(１)概要 

 ①１０年

月間(３０歳代まで)でしたが、４年前から国

際部門から新世代部門になったというお話が

ありました。インターアクトは１４歳～１８

歳までで１９６１年フロリダ州にて作られた

そうです。ローターアクトは１９歳～３０歳

までで川越ＲＣが全国最初クラブということ

でした。インターアクトとローターアクトそ

れぞれ分かれていましたが、今年から一緒に

してアクト委員会を新設したそうです。 

青少年交換委員会 

  異文化の中の生活を

かたちで、当クラブより中村 茜さんを送り出

してブラジルから迎え入れるということにな

っています。又、２５７０地区募集の人員が

少ないので鈴木ガバナーとしては、今年から

グループごとに引き受けをしてみたい(例えば

単クラブでなく第４グループ全体として受け

入れる)という案がだされました。 

ライラ委員会の新設 

  青少年指導者養成プロ

まして、各クラブ１名指導者を推薦して頂き

たいとの事なので当クラブからも１名推薦す

る事になると思います。ライラデーが１月２

１日(日)東松山紫雲閣で開催される予定です

ライラの対象者は高校生から３０歳までです。

尚、鈴木ガバナーより｢ロータリアンは常に青

少年の模範である｣というお言葉でした。 

アクト委員会(横塚委員長) (２)

 ①数を増やすために声掛けをし

 ②アクトとロータリー会員との交流を増やし

い。年次大会に多くの方に参加してもらう。 

日比交流留学生に代わるものを考える。 

 ④日豪青年相互訪問のお手伝いをして貰いた

(３)青少年交換委員会(小島委員長) 

 ①１５歳～１８歳の高校生の交換プ

年間)ですが、米山が受け入れを担当しＲ財団 

が送り出しを担当しているそうです。 

 ②新しいやり方 

  ㋐多くの高校生

  ㋑近隣の高校に会長・委員長が募集用紙

   に説明し手渡してください。 

㋒多くの募集の中から立派な生徒

(国際親善大使である) 

   で受け入れてもよいのではないか。その場

合は各グループ２名になる。 
  ㋔単位クラブは３年サイクルとし(３年に１度

の割合)、そうすれば毎年５０万円を積み立

てて１５０万円の予算をつくる事ができる。 
(４)ライラ委員会(中里委員長) 

  青少年の指導力の開発とそれに投資する事か

ら生まれたという事です。(ロータリアンと

若い世代との溝を塞ぐ事も目的)これは、青

少年指導者養成ということで高校生から３０

歳までの方で各クラブ１名推薦して頂きたい。 

 

 

●青少年交換学生 送り出し  巴  カウンセラー 

  交換留学生の本庄高校２年生の中村 茜さんが８

月５日(土)にブラジルに向けて出

発することになりました。つきま

しては、来週の夜間例会にて送迎

会を行う予定ですので宜しくお願

い

 

少年交換学生 受け入れ
 本日、午後６：３０分より第１

回ホストファミリー会議を開催致

します。尚、ブラジルからの生徒

の名前はナタリア・シルバーさん

１８歳女性で８月１５日に来日し

ます。是非、多数の会員の方にも 

会議に出席して頂きたいと思います。本庄高校で 

は教頭先生が窓口になって下さっていますので何 

かありましたら教頭先生までお願いします。生徒 

は２年８組で担任は柴崎先生だそうです。８月１ 

５日の成田への迎えについては後日報告致します。 

 

 

ゴルフ部       石原 修 会員 
 本庄ＲＣが担当の４クラブ合同

コンペの日時が決まりましたので

お知らせします。 

 日時：９月１３日（水） 
 場所：美里ゴルフ倶楽部 
後日、ＦＡＸ等で出欠の連絡をし

ます。是非、皆様の出席を宜しくお願いします。 

 

 

前年度決算報告   
＊野村正行パスト会長 

 去る１８日本庄ＲＣ２００５～

０６年度収支決算書の審議理事会

を開催しました。慎重審議の上承

認されましたので本庄ＲＣ２００

５～０６年度収支決算書(案)を提

案致します。宜しくお願いします。 

１、決算書(案)の細かい点についての説明は温井

前幹事より致します。 



２、引き続いて監査前監事の八木会員より監査説

明を致します。 
 

＊温井一英 前年度幹事 
 本庄ＲＣ２００５～０６年

度収支決算書の説明を致しま

す。 

 
 
 

 
＊八木茂幸 前年度監事 

 萩原前監事共々７月１３日本

庄ＲＣ２００５～０６年度の会

計諸帳簿・事業等につきまして

監査をさせて頂きました。又、

残金の処理等につきましても確     

認をさせて頂き報告と相違ない事を認め捺印さ

せて頂きました。 
 

以上の通りの内容の決算書(案)でございます皆 
様にご異議・ご質問等があればお受け致します。 
 では、ないと認め 本庄ＲＣ２００５～０年 

度収支決算書(案)について賛否をお計り致します。 
よろしければ拍手でお願い致します。 
 
 
一年間の報告    加藤玄静  直前ガバナー補佐 

｢本年を振り返り、 
明日のロータリーを目指す｣ 

 入会後２０年目、人間社会では

成人式を迎えたことになる。社会

人であろうが、学生であろうが、

法律上でも立派な大人である。 
しかしながら、ロータリーに入会して｢地域に貢

献する奉仕活動｣を推進してきた筈であるが、ガバ

ナー補佐としてこの一年を振り返った今、ロータ

リーそのものに対する理解不足が強く感じられた。 
併せて、次なる世紀へのバトンタッチの命題探求

の糸口をおぼろげながらも掴めたが、その目標を

達成する展開までにはならなかった。 
 ロータリー誕生から世界最大の奉仕組織を築い

た先人の１００年、今後この組織を維持拡大しな

がら、｢世界恒久平和｣の中で全人類が幸福である

ために、ロータリアンとしてはどの様な役割を果

たさなければならないのか。 
 しかしこの様な重要かつ難問は単年度での解決

は難しく、今抱えている諸問題を鈴木ガバナー年

度に託さなければならない。幸い次年度ガバナー

補佐田部井 荘様は、ロータリーは元より人生経験

豊富であり、引き継いで頂くには最良な方である。 
 ロータリーの存続の重要課題で在るので、是非

不連続の連続である組織のリーダーとしてご検討

される事をお願いし、本年の私の総括とする 
「今直面している事」 
１．ＤＬＰとＣＬＰの導入(特にＣＬＰ制度の普及 

と理解) 

２．例会のあり方、進め方(本来の例会の意義) 

３．退会者増と入会者減少対策(ロータリーの根

本課題）  

 ４．地域に貢献する奉仕活動推進(事業のマンネ

リ化を防ぎ、拡大ロータリー活動と広域ロ

ータリー活動の取り入れ) 

 ５．地区の活性化とクラブとの交流(ガバナー事

務所固定化の検討） 

大変一年間お世話になりました。どうもあり有

難う御座いました。 
 

 
◎ガバナー補佐  田部井 荘 様のご紹介 
氏  名 田部井 荘 

所  属 深谷ロータリークラブ 

生年月日 昭和１６年１月１４日 

住  所 深谷市萱場７５９－３(事業所・居住

地ともに同じ) 

事業所名 株式会社 たべい 

役  職 代表取締役社長 

分  類 水道ガス工事 

入  会 昭和５７年５月４日(入会歴２４年) 

     各委員会委員長・理事を歴任後 

役  歴  

１９９５～９６年度 クラブ幹事 

       翌 年 会長エレクト 

１９９７～９８年度 クラブ会長(第３７代) 

２００４～０５年度  

橋田ガバナー年度に地区副幹事・地区

大会総務委員長に就任し地区運営のキ

ーマンとして活躍 

  ２００６年～０７年度 現在に至る 

Ｒ.Ｉ奉仕 米山功労者、ポール･ハリスフェロー 

趣 味 青年期：山岳登山、スキー 

     壮年期：ゴルフ、読書･･･酒席(陽気ﾀｲﾌﾟ) 

その他 職業の関係で水道組合・ガス工事共同組 

合の組合長、商工会議所議員などを歴任 

１９８０年(昭和５５年) 

深谷青年会議所 第１７代理事長 

 

卓 話 
 

国際ロータリー第２５７０地区 
第４グループ   ガバナー補佐   田部井  荘 様 

 私は深谷ＲＣ３７代会長を１９９

７～９８年度に努めました。９年前

になります。本庄クラブの会長さん

は小此木昭二さんです。 

 昨年１１月補佐指名がりました。

深谷ＲＣの福島ＰＧ、橋田ＰＧお二

人から引き受けるようにとお話があり受けることと

なりました。この６月まで加藤ガバナー補佐には大

変お世話になりました。髙橋パストガバナーをはじ

め本庄ＲＣの皆さんには今までご指導頂きましたこ

とお礼申し上げます。はじめての会長、幹事さんの

顔合わせでもお話いたしましたが、私の血液型はＢ 



型です。Ｂ型の性格はいいかげんな人が多いそうで

す。この中に同じ血液型の方がいましたらごめんな

さい。私はその典型的なＢ型でして、いいかげんな

ら良いのですが、いいかげんと後に力が入る方です

から、これから第４グループ１２クラブのまとめ役

はどうなるのかと考えてしまいます。とにかく１年

あまり肩に力を入れないでお互いお付き合いをして

いきましょう。 

 ８月３日は公式訪問です。会長、幹事さんには、

ご苦労をかけますが和光市の自宅までお迎えに行っ

て頂きます。なにぶん遠距離ですので事故を起こさ

ないようくれぐれもご注意し、安全運転でお願い致

します。 

 皆様は本年度鈴木ガバナーをご存知の方は少ない

と思いますので、ガバナーの紹介をしましょう。第

２グループ和光ＲＣ所属です。ロータリー歴は地区

のインターアクト、青少年交換、国際奉仕委員等、

０４～０５国際奉仕部門委員長をおつとめになりま

した。又ガバナーは県立浦和高校の校長や県の教育

局指導課長等歴任された教育者であります。 

 鈴木ガバナーの本年度の方針及び考え方等は公式

訪問に於いて詳しくお話をされますので補佐として

はふれません。ガバナーからは補佐訪問では５～１

０分程度の挨拶でよろしいと言われております。 

 髙橋パストガバナーが｢思えば叶う｣という題名で

の本を出版致しました。その発刊記念パーティーを

深谷のグランドホテルで開催され出席させて頂きま

した。本を読みますとご本人は意識して書いたので

はないでしょうが、ロータリーの職業奉仕の精神が

わかります。大きな会社組織を作られたことが分か

りました。 

 ロータリー運動の出発点が「会員の事業上の利益

の向上」と｢親睦の充実｣でありました。当初は会員

間の原価取引などの相互扶助による事業上の利益の

向上を積極的に図り毎回の例会で会員間の取引状況

を報告する統計係を設けたという記録が残っている

そうです。その後入会した弁理士のドナルドカータ

ー氏が、会員以外の人達に何か利益になるような事

をすれば、クラブは大きな将来性を持つ。ロータリ

ークラブ何か市民に対して奉仕をするべきである。 

この意向を受け入れ定款を改正、運営方針の大転換

を図りました。これから地域社会に対する奉仕が始

まります。 

 職業奉仕の理念は、儲けようと思って事業をすれ

ば失敗する原因です。すべての職業は社会に奉仕す

るために存在するのです。私たちは職業を通じて社

会に奉仕したから、それに見合った報酬をうけとる

のです。利益は他人奉仕をした見返りとして与えら

れるとロータリアンの責務に書かれています。 

 

〔ニコニコボックス〕塚越 茂 委員長 
 

 （順不同・敬省略） 
 

田部井 荘ガバナー補佐様 

   第４グループガバナー補佐としてまいりま

した。宜しくお願いします。 
  

  

  田部井 荘様本日はガバナー補佐訪問よろしく

お願いいたします。一同 

（ 同文にてご投入頂きました） 
  渋谷修身 春山茂之 武井包光 竹並栄一郎 

井河久昇 岩渕富男 立石秀寿 小此木昭二 
茂木 聡 戸谷 丈 加藤玄静 岡芹正美  
岩本英人 岡崎正六 下山正男 内野昭八郎 

  野村正行 中島高夫 石原輝弥 三宅健吉  
高柳育行 橋本恒男 八木茂幸 佐藤賀則  
巴 高志 萩原達夫 矢島淳一 笠原 勝  
狩野輝昭 塚越 茂 江原栄一 野澤章夫 
梅村孝雄 黒岩三雄 松原幹男 古瀬末雄 
髙橋福八 山田喜一 中村 孝 渋澤健司 

 

 

狩野輝昭 
   渋谷会長、一年間頑張って下さい 
 
  後藤芳生 
   少年サッカー鶴ヶ島ＣＵＰに出場します。 
  
  斉藤清一 
   本日出張のため早退します。 

（同文にてご投入頂きました） 
 

本日投入金額合計 ４５，０００円 
 

 

 

〔出席報告〕     山田喜一 委員 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

７６名

 

８名 

 

７０名 

 

４９名 

 

７０.０％

mailto:honjorc@themis.ocn.ne.jp

