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《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  「我等の生業」｢四つのテスト｣ 

 
 
〔会長の時間〕    渋谷修身 会長 
 

 皆様こんにちは。例会出席有難

う御座います。 
・次回７月２０日の例会は、２５     

７０地区第４グループガバナー   

補佐を迎えての補佐訪問例会で

す。多くの方々の出席をお願い致   

します。今年度ガバナー補佐は、深谷ロータリー 

クラブの田部井 莊さんという方です。当日は、

１０時４０分頃から会長幹事で帳簿類の閲覧を約

３０分間受ける予定です。続いて、１１時２０分

頃から４大奉仕委員長を交えての懇談をしたいと

いう希望ですので、４大奉仕委員長さんは１１時

１０分頃には７階に集まっていて下さい。その他

の会員は１２時までに集合して下さい。１２時よ

りガバナー補佐と一緒に食事をしまして、例会は

通常通り１２時半より１時半まででその後は特に

集まりはありません。 

・７月中に地区のセミナーが２つあります。 

 １５日に米山奨学会委員会、２２日にクラブ奉仕 

関連のセミナーがあります。米山の方は委員長の

神宮さん、クラブ奉仕の方は斉藤クラブ奉仕委員

長、小此木利明ロータリー情報委員長、巴拡大増

強委員長が出席の予定です。宜しくお願いします。 

 

 

 

・７月２１日(金)には、今年度に入って初の｢会長

幹事会｣が本庄ＲＣと本庄南ＲＣの主催で行われ

ます。主催者側からは、次期の会長幹事も出席す

るという事なので、岡崎ノミニー・矢島副幹事も

出席宜しくお願いします。当、埼玉グランドホテ

ル本庄に於いて６時３０分より行います。 

 

ク ラ ブ 協 議 会 
 

４大奉仕委員長・ＳＡＡチーフ 

・本日は、例会後に｢クラブ協議会｣を行います。 

 ４大奉仕委員長とＳＡＡチーフは今年度の運営方

針を発表して下さい。 
  
 

 

 

 

 

〔幹事報告〕    佐藤賀則 幹事 
 
・７月２０日のガバナー補佐訪問 
の当日にはネクタイ、ネームプ  
レート、バッジの着用をお願い  
します。制服でなくても結構で  
すが、上着を着て頂ければ有難    

いなと思います。 
又、会長幹事はじめ４大奉仕委員長さんが１１時

過ぎより懇談をしておりますので、会場の方はＳ

ＡＡと出席委員会の会員の人が中心でお願いした

いと思います。詳しいタイムスケジュール・出席

につきましては、本日付けで皆さんにＦＡＸが届

いていますのでご確認下さい。 
・年度計画書で新入会員の浅香さんの名前を間違え

てしまいました。｢タダシ｣ではなく｢タダス｣です。

申し訳ありませんでした。 
・６月３０日付けで前年度野中ガバナー、加藤ガバ

ナー補佐をはじめ第１から第５のガバナー補佐の

皆さんから、ロータリーの友情に感謝を申し上げ

ますという事でお礼状が届いています。 
・７月１１日付けで前年度野中ガバナー、渡辺クラ

ブ奉仕部門委員長より｢２００７年度規定審議会

立法案の提出受理済みの報告｣が届いています。 
 

 



細則と改定について 
古瀬末雄 指名委員会議長 
本庄クラブの定款・細則も規定審

議会が３年毎に改正されることに準

じて改正しなければならない訳です。

と同時に、従来定款・細則に従った

クラブの組織であったり、なかった

りしたケースがあり 
ました。例えばクラブからガバナーを出した年とか、

クラブの何十周年記念の年で特別の行事が予定され

ている年度には、理事の総数を増やして行事の成功

を斉したこともございました。 
 然しこの様な事が毎年行はれるとすれば、何の為

の定款・細則かと云うことになります。出来るだけ

早く現実の組織が定款・細則に合致出来る様にした

らどうかと云う考えを今期の役員・理事の選考委員

会に於いて申し上げ、出席者全員の賛同を得た次第

でございます。私も、改正された国際ロータリーの

定款・細則については不勉強でございますので、具

体的には改めて皆様にご相談申し上げたいと思いま

す。 
 
 
地区の報告  髙橋福八 パストガバナー 

 
牧野パストガバナーと森パスト

ガバナーが先日ご逝去されました。

牧野さんは葬儀がありましたが、

森さんは密葬でしたので、森さん

の｢偲ぶ会｣が７月２９日に大宮に

あるそうですが、ロータリーとし

ては主催しません。 
国際親善委員会で日豪青年相互訪問委員会のリー

ダーとしてオーストラリアに１５日間、３月に行っ

てまいりました。その際にいろいろな話し合いを致

しました。 
是非、ロータリアンの家族の方々の積極的な参加

をお願いします。 
  
 
  
〔ニコニコボックス〕 塚越 茂 委員長 
  

ニコニコＢＯＸ委員会の塚越です。当委員会は私

と小此木昭二会員、横尾セツ会員、坂本会員の四名

で運営しております。全員欠席というような事もあ

るかもしれませんが宜しくサポートお願いします。 

本庄ＲＣの重要な原資となる寄付を今年もお願い

します。ただ寄付とは言いましてもニコニコＢＯＸ

は使途を一般財源としますので、領収書の発行は可

能と思います。必要な方はお申し出下さい。前回の

初回はニコニコＢＯＸ委員会の会計機能を利用した 

本年度役員のご投入もありましたので、大変高額の

投入でした。 

 ですが、本来のニコニコＢＯＸは一回千円程度を

ご投入頂くもので、投入は自然で、無理のないよう

にお願いします。 

 また大変嬉しい事があった日や、大変悲しい事が

あった時も、それを会員の皆で分かち合うよう、特

別のご投入をお願いいたします。 

 定番メニューもありますが、それですと名前だけ

の発表となりますので、気楽にメッセージを書き入

れますと、宣伝というような意味合いも持てますの

で宜しくお願いします。担当者は皆ニコニコするよ

う心がけます。 

 私の父はロータリーに行くときには、必ず千円あ

るかを確認し、嬉しそうに出掛けたものです。投入

する会員の皆様も、ニコニコＢＯＸに投入する際ニ

コニコと笑いかけて下さい。多分すごくいい気分に

なると思います。 

 尚、昔は医師の世界では秘密主義でしたが、最近

インフォームド.コンセントと申しまして何事も説

明し、患者さんの理解を頂くというように変わって

まいりました。こうした点をご了解いただければ幸

いです。 

 

（順不同・敬省略） 
髙橋福八 
 ７月１日より埼玉グランドホテル、髙橋商事㈱    
 の会長に就任。後任社長には長男髙橋祐介が就任

しました。相変わらずのご引立てよろしくお願い

致します。 
 
岡芹正美 
 早退させていただきます。 
 
渋澤健司 
 早退します。よろしくお願いいたします。 
 
 
｢思いやりの心｣を持ってほしい 
２００６～２００７渋谷・佐藤年度 

（同文にてご投入頂きました） 
 

山田喜一 佐藤賀則 西村賢次 坂本雄一 
笠原 勝 橋本恒男 下山正男 松原幹男 
中島高夫 戸谷 丈 野村正行 今泉憲治 
江原栄一 春山茂之 町田国彦 梅村孝雄 
矢島淳一 塚越 茂 石原輝弥 五十嵐敦子 
立石秀寿 武井包光 
  
 
本日のクラブ協議会宜しくお願いします。 

（同文にてご投入頂きました） 
 

茂木 聡 渋谷修身 三宅健吉 竹並栄一郎 

岩本英人 古瀬末雄 斉藤清一 岡崎正六 

萩原達夫 野澤章夫 田中 克 八木茂幸 

高柳育行  

 

 

本日投入金額合計  ４５，０００円 
 

 

 



〔出席報告〕      浅香 匡 委員 
 

 
欠席届出者 

岩渕富男 内野昭八郎  
杉山淑子 小此木利明  
巴 高志 神宮つぐよ 
沼田恵義 横尾セツ 
 

メーキャップ数１枚 
 

 

 

●副会長の紹介     渋谷修身 会長 
 

下山正男副会長・立石秀寿会長 

 
 

                                                    

ご挨拶 
 

・下山正男 副会長 
 

 渋谷会長をはじめ皆さんに勉

強の場所を与えて頂きました事

を感謝致します。｢思いやりの

心｣を早速使って勉強の場を頂い

たのだと思います。 
 ｢思いやりの心｣という会長の

言葉は、今一般社会でも大変欠

けていると思います。これは、思う存分いろいろな

ところに深く掘り下げて一年間言い尽くしたら、何

か良い事があるのではないかと思います。一年間頑

張りますのでどうぞ宜しくお願いします。 
 
 

・立石秀寿 副会長 
 

 一年間、どうぞ宜しくお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

【クラブ協議会】      
 

◎クラブ奉仕委員会   斉藤清一 委員長 
 

 クラブ奉仕委員長としての基本的

な考え方の２つと、１０委員会の中

から４つの委員会について説明いた

します。 
①活動計画については各委員長の考  
え方を尊重し、過去の慣習にとら   

われずオリジナティーな発想で活動して頂きたい

事を委員長さんにお願いしてあります。 
②渋谷会長の方針であります｢思いやり｣精神を  

キーワードとし、全会員参加型で委員長をサポー

トできる運営を目指したいと思っています。 
・拡大増強委員会(巴 高志 委員長) 
 大変張り切っておりまして、すでに３名の新入会

員があがっているそうです。近々、正式に皆様の

方にご紹介があると思います。まだ１、２名の候

補者がいるそうですので今年度は５名位の増強に

なるかと思います。又、巴委員長の考え方の中に

元の会員にも声を掛けているそうです。 
・親睦活動委員会(萩原達夫 委員長) 
 適任の委員長で私も期待しております。サプライ

ズ企画を考え予定しております。来年春の旅行企

画は、東京の青山にある｢カシータ｣という愛と感

動のレストランで『おもてなし』の心を究極的に

実行している所です。期待して下さい。 
・プログラム委員会(茂木 正 委員長) 
 ｢思いやり｣をキーワードに全員参加型の例会を 
 目指しています。特に、会員の卓話を運営の中 

に入れていきたい考えですので、卓話依頼があっ 
た時は積極的にご協力して頂きたいと思います。 

・ニコニコＢＯＸ委員会は塚越 茂委員長ご自身か  
 らお話しして頂きましたので省略しますが、私の

方ではオリジナルなメッセージを是非ご投入の中

で入れて頂きたいと思います。 
 最後に皆様方にご協力して頂きたい事は、全員参 
加型のクラブ運営が理想ですので、どうか全員の方 
が委員長になったつもりで一年間クラブ運営に参加 
して頂ければ有意義な運営が出来ると思います。一 
年間どうぞ宜しくお願いします。 
 
 

◎職業奉仕委員会    三宅健吉 委員長 
 皆様今日は。今年度職業奉仕委員長

を仰せつかりました三宅でございます。 
当委員会構成は副委員長に立石秀壽会

員、委員に関口雅之会員、内野昭八朗

会員以上の４名で１年間頑張ってまい

りますので宜しくお願い致します。 
職奉委員会は年1回の職場訪問と月

間に卓話をすれば１年終わりと思っておりましたが、ロ

ータリーの本を読む内に高い理想と幅の広さを感じだん

だん分かり難い委員会だと思うようになりましたが自分

なりに職業奉仕を次のように理解し年度計画を纏めまし

た。職業奉仕は自分の職業を通して社会に貢献する事、

社外的にはお客さんが喜ぶ製品やサービスを提供し社会

 

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 

 

４８名 

 

７０.０％



的に必要とされる企業に成長する事、社内的には従業員

との労使関係が円満である事に努力する。その為には自

ら高い道徳基準と専門分野での指導力を養わなければな

らないがそのもととなる一つが４つのテストを理解実践

する事であると考えております。そこで①毎月第２例会

で｢四つのテスト｣の歌を斎唱する事と致しました。②職

業奉仕を実践している方の卓話で勉強する。③職業倫理

の高い職場訪問。④人知れず公共の為に奉仕をしている

人を表彰する。以上を基本計画と致しましたが、職業奉

仕は１０月の月間だけではなく１年を通じて地域社会へ

の貢献、かかわりを模索して行く事だと思います。今年

度１年宜しくお願い致します。 
 
 

◎社会奉仕委員会    高柳育行 委員長 
 今年度社会奉仕委員会を担当致し

ます高柳でございます。１年間、ご

指導とご協力を宜しくお願いします。 

副委員長に岩渕会員、各小委員会を

担当して頂く青少年委員長の岡芹会

員、地域社会奉仕委員長の藤井会員、 
アイバンク委員長の中村会員、前年度ガバナー補佐

として活躍された加藤会員により構成されています。 
地域社会に貢献する奉仕活動を行う委員会としま

して、｢思いやりの心｣を大切に事業について検討を

重ね、これまでの当クラブにおける奉仕活動を振り

返り、また役員・理事会等で皆様のご意見やご理解

を頂き、更には子クラブであります児玉ＲＣ、上里

ＲＣ、本庄南ＲＣのご協力を頂き、新本庄市が誕生

した記念の今年、本庄早稲田駅ロータリーに太陽電

池時計の設置を計画致しました。新幹線を利用する

多くの地域の人達に役立つものと思います。 
青少年委員会としましては、青少年交換学生の受

け入れが決定し８月にブラジルから来日して約１年

間本庄に滞在致しますので、カウンセラーやホスト

などの関係者だけでなく会員各位におかれましても

交換学生と接する機会を作られるようご協力のほど

お願い申し上げます。 
 地域社会奉仕委員会では例年協力しておりま『楽

市』に参加する予定ですので、その際には皆様に品

物の提供にご協力頂きます様お願い申し上げます。   
また、今年度は子育て支援団体への助成を考えて

おります。少子高齢時代を迎え、少子化対策の一つ

とも考えられるボランティア団体をロータリーとし

て支援する事で、活動に対する理解と奉仕としての

機会にしたいと思っております。 
アイバンク委員会では前年度当クラブとしては２

００名近い献眼登録にご協力頂き、地区内でもトッ 
プという結果でありました。今年度はご家庭や職場 
 

に対象を増やして、１０００名以上を目標に登録し

て頂ける様にしたいと思っております。会員の皆様

にも是非ご理解とご協力を賜ります様お願い申し上

げます。 
 以上をもちまして社会奉仕委員会の方針と計画の

発表とさせて頂きます。１年間宜しくお願いします。 
 
 

◎国際奉仕委員会    橋本恒男 委員長 
国際奉仕委員会で１年間お世話

になる橋本です。宜しくお願いし

ます。 
 第１に、国際交流協会を通じ本

庄市に３０００人が住民登録して

いる外国人に、ゴミの出し方等を

示したパンフレットを作成し配布します。 
 第２に、ネパールの寺子屋運動、識字向上、里親

制度等へ支援協力する。 
 世界社会奉仕委員会では、今年も書き損じはがき

の回収を致しますので宜しくお願いします。 
ロータリー財団委員会については、ポールハリス

フェロー、財団の友等の理解をして頂いて獲得する。 
 米山奨学会委員会は、一人でも多くの会員協力を

もとに米山功労者になって頂くよう努力する。 
 国際奉仕委員会に全会員のご協力を宜しくお願い

します。 
 
 

◎ＳＡＡ     茂木 聡 ＳＡＡチーフ 
『基本方針』 

歴史と伝統ある本庄ロータリー   

クラブ、先人達が築いてきた品  

位ある例会を守りながらもなご   

やかな雰囲気を作れるよう会員  

皆様の協力を得ながら、ＳＡＡ   

        として努めたい。 

『事業計画』 

いくつかある中の最重要の２項目 

１、例会中は『会長方針の「思いやり」の心で

すべてに参加する』に記載あるように、私

語を慎み人の話をよく聴こえる場とする。  

２、出席委員会・ニコニコＢＯＸ委員会の受付

を、原則会場内にもうけますので、例会中

にあまり出歩かないでいただきたい。 

例会は会長・幹事・ＳＡＡで行えるものではござ

いません。会員皆様のご協力があってはじめて成り

立つものだと思っておりますので、皆様方の一年間

のご協力を宜しくお願い致します。ありがとうござ

います。 
 

 
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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■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
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