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《本日の例会》 
 

 
 
進 行   井河久昇 ＳＡＡ 

点 鐘   午後１２時３０分 渋谷修身 会長   

ソング  「我等の生業」｢四つのテスト｣ 

 
 
〔会長の時間〕    渋谷修身 会長 

皆さん今日は。始めに新入会員を

ご紹介します。本日入会式を行い

ます新会員の真下恵司さんです。 

 先日の公式訪問では、皆さん長

時間に亘りご参加下さいまして有

難うございました。  

 年度が始まりましてから、クラブ協議会に於

ける会長・４大奉仕・ＳＡＡの方針発表に続き

まして、ガバナー補佐訪問そしてガバナー公式

訪問が終りまして前半の一つの山は越えたかな

と思っております。 

 来週はお盆休みをさせて頂きまして、８月後 

半から１２月後半までの４ヶ月間が中盤戦と考 

えています。この４ヶ月で各委員会が事業計画 

にそって実際の活動をして頂きますよう宜しく 

お願い致します。 

 次に、先週公式訪問のため出来なかった８月 

理事会報告をいたします。 

①公式訪問の進行について協議しまして、先週 

の公式訪問が滞りなく行う事ができました。 

②入会予定者２名が発表され、金子 章さんが先

週、真下恵司さんが今日入会する事になりま

した。又、入会候補者が１名推薦されまして 

 

入会に関する諸手続き済みましたので幹事よ

り報告があります。 

③送り出し交換学生中村 茜さんのフェアウェル

が先月の夜間例会に於いて、迎え入れ交換学

生ナターリアさんのウェルカムが今月の夜間

例会で行われる事になっております。 

④今年度第１回目の広報が８月２３日に発行さ

れることに決まりました。 

⑤本庄ロータリークラブ細則の内、理事の人数

の改定を行います。その会合が本日午前中に

行われまして、古瀬会員、次年度会長幹事の

岡崎会員・矢島会員そして現会長幹事の５名

によって、改定案が検討されました。 

以上が、理事会報告です。 

 その他の報告としましては、７月の夜間例会 

でフェアウェルパーティーを行いました青少年 

交換留学生の中村 茜さんが８月５日にブラジル 

に向けて出発しました。 

 

 

〔幹事報告〕    佐藤賀則 幹事 
・本日、入会予定者１名の発表をさ

せて頂きます。拡大増強委員会、理

事会、ロータリー情報委員会、選考

分類委員会の諸手続きを経まして本

日付で皆さんへＦＡＸをさせて頂き

ます。お名前は坂上俊夫さんです。昭和１８

年１１月２８日生まれ、会社は㈱アイエスシ

ーこだま温泉フェミリープラザ代表取締役、

趣味はゴルフだそうです。推薦会員は関口雅

之会員です。７日以内に異議申し立てがなか

った場合には会員と認め 

まして、予定では８月２４日に入会式を行う

予定ですので宜しくお願い致します。 
・９月９日(土)｢第１回地区ロータリー財団セミ

ナー｣に野澤ロータリー財団委員長が出席の予

定です。宜しくお願い致します。 
・関東財務局広報誌｢財務かんとう｣の夏号が届

いています。 

 

会員増強および拡大月間 
 

卓話 ｢会員増強について｣ 
巴 会員増強委員長 

 



＊入会式 
 小此木利明 ロータリー情報委員長 

 選考分類・ロータリー情報各委

員会を通し、最終理事会も満場一

致で入会を許可されました。 
 真下恵司さんは再入会であり、

旧に倍するロータリー活動にご期

待するところであります。 
 
 

田中 克 会員 
 

 皆様今日は。では只今より当ク

ラブへの再入会者の紹介をさせて

頂きます。真下恵司さんです。皆

様ご存知の通り彼は真下建設の社

長です。彼は本庄商工会議所の副

会頭をはじめ埼玉経済同友会幹事、埼玉県道路

舗装協会会長、他２０数団体の要職に就き埼玉

県及び本庄郡市の政治、経済、建設業界等々に

て現在活躍中の本庄を代表する有名人の１人で

ある事は皆様がご承知の通りであります。 
 又、ロータリー歴に関しましても１９８９年

に入会し１５年間在籍し、その間クラブ奉仕委

員をはじめ親睦活動委員長、ゴルフ部長等々の

要職を歴任し、特筆すべきは２００１年会員増

強にて単年度に１人にて８名の新入会員の増強

に努め第２５７０地区大会においてガバナーよ

り特別表彰されました。真下恵司さんも自分の

ビジネス以外の役職が多く、例会への欠席が多

くなってクラブに迷惑をかけてはいけないとい

う事にて３年間休んでおりましたが、この度佐

藤幹事をはじめ大先輩の髙橋パストガバナー他

多数のメンバーの再入会の要望に答え再登板の

運びとなりました。 
 是非、真下さんには再度当クラブでの活躍に

期待を申し上げ紹介の言葉とさせて頂きます。 
 
 
新入会員入会の歓迎の挨拶   渋谷修身 会長 
 真下恵司さん入会おめでとうございますと言

うよりお帰りなさいと言う方が良いかもしれま

せん。真下さんは私が説明するまでもなく充分

なロータリー経験者でして、４大奉仕委員長や

理事も経験しておりまして本来ならここに私の

代わりに立っていてもおかしくない人でありま

す。新入会ですが即戦力として今後のロータリ

ー活動を期待しております。 
 それでは再度ロータリアンになった証として

バッッヂを着けます。又、資料を渡しますので

改めて読んでおいて下さい。 
  
本日入会の真下

恵司さんには、米

山奨学会委員会の

委員に任命いたし

ますので宜しくお

願い致します。 

真下恵司 新入会員 
 

 真下建設の真下です。この場に

立っていることが照れくさい気持

ちであります。 
３年間会社でやらなくてはなら

ない事がありまして退会させて頂

いておりました。この３年間、お手伝いしなく

てはならない会長さんもおられましたがそれが

出来ず申し訳なく思っております。 
出戻りになりますので、任命された事には従

うつもりでおりますので宜しくお願い申し上げ

ます。 
 
 
 
〔委員会報告〕 
 

★青少年委員会    岡芹正美 委員長 
交換学生については大変皆様方

のご協力を得まして厚く感謝申し

上げます。 

 日豪青年相互訪問派遣団員募集

のお知らせとお願いでございます。 
訪 問 国  ：オーストラリア 
訪問日程：2007 年 3 月 10 日～3 月 24 日(15 日間) 

参加費用：１名  150,000 円(渡航費・滞在費) 

     但しパスポート取得費等個人負担 

募集人数：１２名(先着順) 

募集資格：１８歳～３０歳までの男女 

推薦方法：各ロータリークラブの推薦 
応募締切：９月末日 
面 談 日 ：２００６年１０月７日(土) 

 尚、詳細につきましては事務局の方において

おきますので宜しくお願い致します。 
 
 
★ロータリー情報委員会  小此木利明 委員長 

  ７月２２日地区クラブ奉仕部門セ

ミナーに行ってまいりました。 

 地区ロータリー情報委員長の栗

山様、研修リーダーの川尻様のお

話と私の感想を報告します。 

 鈴木ガバナーは｢未来に向けて着

実に一歩を踏み出す一年｣にしようというスロー

ガンを掲げおります。それは、ロータリアン１

人１人のロータリーに対する熱意とロータリー

に対しての理解をして頂く事が根底にあると思

います。そこでガバナー、ガバナー補佐、各部

門委員長と情報の共有化を積極的に図り各クラ

ブに統一的な情報を提供しようと考えていると

の事で、私も地区からの情報に期待している１

人であります。 

 クラブ奉仕はロータリーの中で一番大切な委

員会です。富士山に例えれば裾野に当たる委員

会、いわゆるロータリーの土台をなしていると

いうことでございます。各クラブのクラブ奉仕

委員会は、クラブの財政の健全化を計り収支の



バランスを考えて欲しいと強く言っておりまし

た。支出の１つとしてＲＩ人頭分担金・地区分

担金等、２番目にＳＡＡ食事代が考えられ、３

番目に親睦につきましては旅行等においてもフ

ェローシップ精神の基に友情を深め奉仕の共有

化を計って下さいと言っています。４番目事務

局運営出費について。少人数クラブでは事務局

員を近隣のグループ単位にし、人件費その他の

節約を計れればどうかという事でありました。 

 例会については、ロータリーの例会は自分自

身の生き様そのものであるといっておりました。 

又、ロータリーは自分自身の研鑽の場であると

良く耳にしましたが、現在では人生の劇場その

ものであるとうたっておりました。どうか各ク

ラブ共、楽しく充実した例会にして貰いたいと

いう事を強く言っていました。 

 最後に、地区情報委員長栗山様に当クラブの

卓話をお願いしてはどうかと考えています。 

 

 

★ロータリー財団委員会   野澤章夫  委員長 

 今月のガバナー月信に本年度の

抱負と方針(部門委員長)としてＲ

財団部門(９ページ)について載っ

てあります。８月３日のガバナー

公式訪問の際にも依頼がありまし

たが、個人で１人当たり１００ドルの寄付をお

願いしたいとの事でした。是非、皆様に｢財団の

友｣になって頂ければと思います。 

 また、前年度もご案内がありました『ロータ

リークレジットカード』についてもご協力の程、

宜しくお願い致します。 
 
 
★親睦活動委員会     萩原達夫  委員長 

 ９月２８日(木)に移動例会を行い

ます。場所は伊香保温泉｢ひびき野｣

旅館(旧さつき亭石坂)、６時半点鐘

です。後日ご案内をさしあげ出欠を

取りたいので宜しくお願い致します。 

  又、誕生祝の品物と結婚記念祝の品物が一週

間経っても届かない方はご連絡下さい。 

 

 

 

ゴルフ部        金井直樹 会員 
 

 ９月１３日(水)４Ｃ合同コンペを

美里ゴルフクラブで開催致しますが、

今日が締め切りです。ＦＡＸの返信

を私まで宜しくお願い致します。 

 ９月２８日(木)本年度第１回ゴル

フコンペを伊香保カントリークラブで開催致しま

す。返信ハガキを近日中に発送しますので、ご返

事を宜しくお願い致します。 

 

 
 

茂木 正 プログラム委員長 
 巴 高志拡大増強委員長より｢拡大

増強について｣卓話を頂きます。 

 ロータリークラブに限らず、各種

奉仕団体が会員の減少に頭を悩めて

おりますが、本庄ＲＣにおいては今

期に入って３名の会員がすでに入会をして頂い

ております。巴拡大増強委員長の今期の拡大増

強活動に期待しています。 
 
 
卓話 

「拡大増強について」    
 巴 高志 拡大増強委員長 
 本日は、委員会報告として、先日

のクラブ奉仕部門研修セミナーの会

員増強についての報告と、今年度の

当クラブの増強委員会の方針につい

てお話をしてみたいと思います。 
初めに、研修セミナーの報告として本年度の地

区の会員増強委員会の渡辺栄一委員長から今年

度の運営方針が発表されました。その中で、健

全な会員の退会防止と会員増強については、 

会長、幹事が先頭になり、委員会と協力して会

員全員の協力の基で 3人から５人の増強をお願

いしたいとのことでした。その為には、クラブ

内の充実（例会の意義を考える事）を図り、

「毎週集まって挨拶をし食事をするだけの例

会」では駄目であるとのことでした。そのレベ

ルのクラブは、メンバー数の５％から 10％の退

会者を出してしまうことになるそうです。そう

ならない為には、プログラム、プロジェクトの

選び方、やり方の改善、見直しが急務になって

いるようです。そして、今年度の会員増強には、

副題として、「ロータリーの贈り物を分かち合

う心から」と言う言葉が付いています。その中

の贈り物とは、会員皆がロータリーライフで経

験できる人間関係の喜びと誇りを意味している

そうです。その後、川尻正輝パストガバナーの

公演があり、そのお話を聞いて私なりに感想を

お話したいと思います。その中で、例会のやり

方についていろいろクラブで工夫をした方が良

いと言うことを言っておられました。例会は、

毎週一回どんな時間帯でも良いそうなので、時

には食事をしない例会もあって良いのではない

かと言っておられました。私もその通りだと思

いました。次に、委員会の数ですが、その昔ク

ラブの会員数が 200 人から 300 人を有する時の

委員会数なので、現在の状態には無理があると

も言っておられました。私も、入会した当時に

こんなに委員会がいるのかなと思いました。そ

して、クラブの年会費についても、現在７万円

でクラブを運営しているところがあるそうです。

この辺も、参考にする価値があるのではないか

と考えます。そして、以前にはクラブ内での仕

事の紹介についての報告がなされていたそうで

す。現在のように同業者が複数いるとそれも難



しいのかもしれませんが、仲間同士、仕事が繁

盛してのクラブライフですから、大いに仕事の

紹介は行われるべきだとも言っておられました。 

以上が、セミナーの報告でした。これを踏まえ

て、当クラブの会員増強についてですが、 

先月の７月 12 日に第１回目の路辺会合を行い、

下山副会長をオブザーバーに迎え江原副会長と

黒岩委員の４人で今後の方針について話し合い

を行いました。その中でも、こうした会合を定

期的に行い、情報収集に役立てようということ

になりました。そして、今年度、私が 

会員増強について一番の中心に置きたいのは、

元会員の再入会です。今日は、タイミング良く、

真下恵治さんという模範になるような方が、再

入会して頂きました。このような方がまだ沢山

いるような気がします。どうか、皆さんが推薦

して退会してしまった会員にもう一度お願いし

てみては頂けないでしょうか。それから、入会

勧誘候補者のリストを個人や各種団体からリス

トアップして、その友人の会員や会長、幹事な

どが勧誘に行くようにすることです。それから、

この例会を気軽に見学に来て頂けるようなオリ

エンテーションを実行してみたいと思っていま

す。いずれにせよ、会員のためになるクラブを

作り、内部の充実を図らなければ、会員の増強

も進まないということを感じました。 
 
 

 

〔ニコニコボックス〕 塚越 茂 委員長 

（順不同・敬省略） 
真下恵司さん新入会おめでとうございます。心

より歓迎いたします。一同 
（同文にてご投入頂きました） 

渋谷修身 坂本雄一 下山正男 茂木 聡 
巴 高志 武井包光 石原 修 古瀬末雄 
岡崎正六 矢島淳一 西村賢次 小此木利明 
佐藤賀則 野村正行 横尾セツ 内野昭八郎 
塚越 茂 田中 克 今泉憲治 橋本恒男 
萩原達夫 野澤章夫 沼田恵義 渋澤健司 
中村 孝 金子 弘 
 
 
巴 高志さん卓話宜しくお願いします。 

（同文にてご投入頂きました） 
 

下山正男 渋谷修身 茂木 正 金子 章 

梅村孝雄 井河久昇 黒岩三雄 竹並栄一郎 

岡芹正美 

 

台風一過、残暑も厳しいおり健康に気をつけて

ください。 

（同文にてご投入頂きました） 
町田国彦 福島文江 戸谷 丈 

 

 

真下恵司 
 再新入会員です。宜しくお願いします。 
 

岩堀 薫 

 会議のためお休みします。お盆明けには必ず

出席します。 

 

岩本英人 

 二人で宮司さんに祝福されながら茅の輪くぐ

りをしてきました。 

 

笠原 勝 

 ８／７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。 

 

藤井 仁 

 土用中です。体に気をつけて下さい。 

 

金井直樹 

 高校総体大阪大会応援から昨日帰ってまいり

ました。男子団体組手ベスト１６、女子団体

組手ベスト８という結果でした。ありがとう

ございました。 

 

 

本日投入金額合計  ４８，０００円 
 

 

 

〔出席報告〕      山田喜一 委員 
 

  
 
 
 
 

メーキャップ数１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 

 出席免除

会員数 会員数

出席義務

会員数 

出 席 

会員数 

 

出 席 率 

 

７７名

 

８名 

   

７１名 ４８名 ６３.６％

mailto:honjorc@themis.ocn.ne.jp

