
 
 

 

《本日の例会》 
 

 
 
 
 
 

 
 
＊年次総会 
 

進 行       渋谷修身 会長 
 年次総会では、次々年度会長候補及び次年度の

役員理事を選出することになっております。 

選出方法と致しまして、今年度も『指名委員

会』で行うことが認められましたので、１１月１

６日に指名委員会を開催いたしました。その経過

及び結果につきまして、指名委員会で議長を務め

て頂きました古瀬さんより発表して頂きます。宜

しくお願い致します。 
 
 
決定報告   古瀬末雄 指名委員会議長 

来年度の理事役員の選挙に当り、

当クラブで恒例の指名委員会によ

る選出に関し去る１１月第２例会

の終了後当会場に於いて指名委員

会を開催致しました。 
 先ず、岡崎会長エレクトより理

事会のメンバーの候補者名簿が配

布され、夫々の候補に関して選考の経過に付き詳

細な説明が行われました。その上で委員会に諮り

ましたところ、会員より若干の意見、質疑があり

会長エレクトより夫々説明が行われました。その

上で委員長より会員に賛否を問いましたところ全 
員一致を以って承認されました。此の件に関し会

員全体の賛否を会長よりお諮り願います。 
渋谷会長が登壇して全員の賛同を得ました。 

指名委員長より、１週間以内に会場監督(ＳＡＡ) 

 
 
の選任を新理事会に托しまして指名委員長の責め

を終らせて戴きます。 
 
 
次年度会長挨拶  岡崎正六  会長エレクト 

本日は総会にて(２００７～２

００８年度)役員理事選出にあた

り、１１月１６日のパスト会長幹

事会から本日まで古瀬議長様には

大変お世話になりました。お陰様

にて皆様の一括承認を戴き有難う

ございました。 

 役員・理事の方々の選出にあたり、皆様快く受

けて頂きました事、幹事共々感謝致しております。 

 次年度１７名の役員・理事を柱にスタート致し

ます。そして次年度役員・理事が中心となり、全

会員が楽しいロータリーライフを過せますよう会

長として努力してまいります。 
 渋谷、佐藤年度同様ご指導ご協力を宜しくお願

い致しまして挨拶とさせていただきます。 
 
次年度(２００７～２００８年)役員・理事 

・役員 

会長      岡崎正六 

会長ノミニー  金子 弘 

副会長     武井包光 

副会長     橋本恒男 

幹事      矢島淳一 

会計      内野昭八郎 

ＳＡＡ     未定 

(参考)副幹事  茂木 聡 
 

・理事－アルファベット順     

 五十嵐敦子(職業奉仕委員長)

石原 修 

加藤玄静 

真下恵司 

中島高夫 

温井一英(社会奉仕委員長) 
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渋澤健司 

戸谷清一(国際奉仕委員長) 

         八木茂幸(クラブ奉仕委員長) 

         渋谷修身(直前会長) 

 

 
 

次年度岡崎会長・次年度矢島幹事 
 
 
激励の言葉     髙橋福八   パストガバナー 

  過日のゴルフで岡崎さんとご一

緒させて頂きました。スイングは

きれいで球筋も良く、マナーは最

高で人柄がにじみ出ていました。 

 ６年前、私が突然ガバナーに就

任した時は内野会長をよく支えて

いましたのが岡崎幹事さんでした。

その時は大変お世話になりました。ご長男は先年

ＪＣの理事長さんを務められ、人間的に大きく成

長され後顧のうれいなく、１年間個性を出し切り

楽しい会運営をされるよう楽しみにしています。 

 幹事の矢島さんは以前商工会議所青年部の会長

さんもされており、これまた団体運営のベテラン

です。お体に気を付けられてご活躍されますよう

祈念しております。 
 
 
 
◎ 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   

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 

 年次総会が無事終了致しまし

た。ご協力有難う御座いました。 

 今日は交換学生のナターリア

さんが来ておりますので紹介し

ます。彼女も来日以来早くも４

ヶ月が経とうとしておりますの

で後程温井カウンセラーから彼

女の近況報告をして頂きます。 

 先月、１１月１７日に第３回の会長幹事会が秩

父で行われました。その際ＩＭについての説明が 

ありまして、２月２３日(金)午後２時～６時４５

分まで埼玉グランドホテル深谷に於いて開催され

るとの事です。講演会は、女優でテレビキャスタ

ーの石井苗子さんの予定です。深谷で近いですし、

なるべく多勢の方に参加して頂きたいと思います。 

 それから次年度の第４グループガバナー補佐は、 

秩父ＲＣの山根益男様に決まったとの事です。 

 又、次年度の地区クラブ奉仕部門委員長に当ク

ラブの加藤玄静会員が指名されました。ご苦労さ

んですが宜しくお願いします。 

＜理事会報告＞ 

・派遣候補生の折原愛美が選考試験に合格されま

した。ついてはカウンセラーを決めなくてはな

らないわけですが、茂木 正会員にお願い致しま

した。宜しくお願いします。 

・本庄市青少年育成市民会議主催の｢青少年健全育

成の集い｣が１２月１６日(土)に中央公民館で行

われます。青少年委員会より数名の出席が決ま

りました。 

・本庄ＲＣ入会候補者として、１名の推薦届が承

認されました。今後､入会手続に入っていきます。 

・江原栄一会員より、この１２月末をもって退会

する旨の届が出されておりましたが承認されま

した。 

・１２月と１月のプログラムは年末年始の為、変

則的となっておりますので、後程全員にＦＡＸ

でお知らせをいたします。 
 

 

〔幹事報告〕    佐藤賀則 幹事 
・２００７年国際ロータリー年次    

大会参加の案内が届いています。 

・ザ・ロータリアン誌が届いてい 

ます。 

・麻薬覚せい剤乱用防止センター  

より『ニュースレター』が届い     

ています。 

 

 

退会の挨拶    西村賢次 会員 
 昨年の７月に入会させて頂きまだ

１年と少ししか経っていないのです

が会社の方でいろいろな変革があり

まして、私は素晴らしいこの皆さん

の集まりの中に出させて頂いて大変

いろいろ勉強をさせて頂けるので、

私自身は出ていたいという気持ちでいっぱいなの

ですが、どうしても出られない状態になってきま

して申し訳ないのですが１２月末で退会すること

になりました。本当にこの１年少しの間で何も出

来ないで、ただただ勉強させて頂いておりまして

大変有り難く、今後の中でもこの１年数ヶ月間と

いう事が忘れる事が出来ない状況が続くと思いま

す。又、日々本庄が素晴らしくなっていくのが感

じられますので、是非皆様これからもロータリー

活動を続けて頂いて地域のみなさん方に分かって

頂けたらと思いますのでどうぞ宜しくお願い致し

ます。短い間でしたがどうも有難う御座いました。 



☆スピーチ   ナターリアさん 
 今日は皆さん。私が日本に来て

４ヶ月過ぎました。日本はとても

寒いです。今月はとても面白かっ

たです。私は沢山いろいろな所に

行きました。ローテックスの人と

一緒に東松山のウォークラリーに

参加したり、横浜のチャイナタウンに行きました。

ブラジルの友達と一緒に上野動物園に行ってたく

さん動物を見ました。私は初めてパンダを見まし

たが大変かわいかったです。アメ横で買物もしま

した。中村の家族と群馬サファリーパークに行っ

てライオンやトラを近くで見ました。群馬の山は

とても紅葉がきれいで素晴らしかったです。浅間

山はもう雪で白かったです。１２月３日の日曜日

にはバレーボールのワールドチャンピオンシップ

の決勝戦を見に行きました。ブラジルが優勝した

ので私はすごく感激しました。最後になりました

が、ロータリアンの岡崎さんの七五三によんで頂

き沢山ご馳走になりました。着物がきれいで可愛

らしかったです。どうも有難う御座いました。 
 

 
青少年交換学生近況報       温井  カウンセラー  

 １１月２８日にホストファミリ

ー会議(１２名参加)をさせて頂き

ました。予定の変更がありまして

１２月９日まで中村 茜さん宅にお

世話になり、１０日から渋谷会長

宅に５週間お世話になる事が決ま

りました。その後１月１４日～２月２４日まで私

の家で預かる事になりました。基本的には会長と

カウンセラーの家では預からないのですが、どう

してもホストファミリー不足の為こういう事にな

りました。２月２５日～４月３０日まで茂木 正会

員宅、５月１日～帰国まで佐藤幹事宅でお世話に

なる予定ですので宜しくお願い致します。 
 １２月２１日のクリスマスパーティーにナター

リアさんへのプレゼントを只今思案中でして、決

定しましたらご報告させて頂きたいと思います。

又その日にナターリアさんも出席しますので、会

員皆様とご家族の方々多勢の方にお声を掛けて頂

けたらと思いますので宜しくお願いします。 
 ナターリアさんの日常生活の報告を致します。

１０月２６日ものもらいができて春山眼科治療。

自転車通学にも慣れ食事も好き嫌いなく何でも食

べるそうです。学校の授業では家庭科や音楽を楽

しんでいる様です。家庭生活では洗濯物を畳む等

手伝いをし、又折り紙に興味を持っているそうで

す。その他ロータリー行事にも参加したそうです。 
 １１月１０日高熱の為学校を休み七本木クリニ

ックで治療。１１月１９日にローテックスの方々

と横浜へ行くが、靴擦れの為親指から出血し家で

処置したそうです。１１月２２日体調不良の為学

校を欠席した様です。彼女はブラジル育ちなので

今後日本は益々寒くなりますから体調が悪くなる

のではと心配しています。 

［１２誕生祝］   渋澤健司 親睦委員 
（敬称略） 
 下山正男 西村賢次 塚越 茂 梅村孝雄 

 野澤章夫 神宮つぐよ 
 

 
 

・代表挨拶     梅村孝雄 会員 
 誕生祝有難うございます。昭

和１３年１２月１７日生まれで

すので６８歳になります。子供

の頃は６８歳というとすごい爺

さんだと思っていたのですが、

自分がその歳になっていささか

愕然としています。前立腺が腫れたりいろいろ症

状が出ていますが、出来る限りロータリー活動に

も続けて参加したいと思っていますので宜しくお

願い致します。 
 インフルエンザが近々大流行の兆しがあります。

ワクチンを打つのなら今の内です。ワクチンは最

低３週間～４週間以上経たないと効き目がありま

せん。この２、３日うちに打っておくと流行には

充分ブロック出来ますのでロータリーメンバーの

先生の所に行って下さい。有難う御座いました。 
 
 
［１２月結婚祝］ 
（敬称略） 
 茂木 聡 内野昭八郎 町田国彦 高柳育行 

 今泉憲治 竹並栄一郎 

 
 

・代表挨拶     高柳育行 会員 
皆さん今日は。１２月１５日

が結婚記念日ですが、ロータリ

ーぐらいで家では結婚記念日な

んて特別な事をしていないので

すが、いつも贈り物を頂いて夫

婦で思い出しているしだいです。

本当に今日は有難う御座いました。 

 



〔委員会報告〕 
 

★地域社会奉仕委員会    藤井 仁   委員長 

  １１月２６日の｢楽市｣に対しまし

て皆さんのご協力誠に有難う御座い

ました。品物も大部揃いました。全

員参加という事で私も自分なりに努

力したつもりです。当日、消防団の

方で出掛けてしまい皆様には大変ご

迷惑をお掛けして申し訳ありません

でした。岩渕副委員長、高柳委員長の社会奉仕全

体でご協力頂いた事をご報告致します。又、加藤

会員には場所を提供して頂き誠に有難うございま

した。尚、｢楽市｣の売上金は１６４３００円です。 

 

 

★親睦活動委員会   萩原達夫  委員長 

 １２月２１日にクリスマスパーテ

ィーを企画しましてご通知したとこ

ろ現在会員５８名、奥様３３名、留

学生１名、事務局３名合計９５名に

なりました。まだ返信の無い方が５

名いらっしゃいますが、のちほど出欠を取ってい

きたいと思います。内容のある楽しいパーティー

にしたいと思っておりますのでご期待下さい。 

 

 

 

〔ニコニコボックス〕 塚越 茂 委員長 

      （順不同・敬省略） 

今年最後の第一例会です。師走の忙しいときです

が、元気にがんばりましょう。 

（同文にてご投入頂きました） 
坂本雄一 山田喜一 西村賢次 町田国彦 
石原 修 金井直樹 浅香 匡 戸谷 丈 
橋本恒男 下山正男 立石秀寿 野澤章夫 
佐藤賀則 古瀬末雄 八木茂幸 野村正行 
田中 克 中島高夫 杉山淑子 塚越 茂 
横尾セツ 岩渕富男 

 

 

本日の年次総会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 岡芹正美 岡崎正六 

梅村孝雄 坂上俊夫 矢島淳一 五十嵐敦子 

沼田恵義 加藤玄静 茂木 正 
 

 

笠原 勝 

 １２/４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。 
 

 

高柳育行 

楽市ではご協力頂きありがとうございました。 
 

渋谷修身 

 古瀬議長始め指名委員会の皆様お世話になりま

した。 
 

茂木 聡 

 結婚祝ありがとうございました。 
 

今泉憲治 

 東京出張のため早退させていただきます。 
 

 

藤井 仁 

 １１月２６日楽市に協賛誠に有難う御座いまし

た。メンバーの協力のもと全員参加のもと無事

に終りました。 
 

春山茂之 

 ３６年目で自宅の新築が出来ました。 
 

髙橋福八 

 次年度岡崎会長・矢島幹事頑張ってください。 
 

渋澤健司 

 山田喜一会員退院おめでとうございます。 
 

岡崎正六・矢島淳一 

 次年度指名委員会、古瀬議長本日はお世話にな

ります。 
 

 

本日投入金額合計 ５４，０００円 
 

 

 

〔出席報告〕      山田喜一 委員 

 
 

メーキャップ数５枚 

 

  

 

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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