
 
 

 

《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   ｢それでこそロータリー｣ 
 
 
 
〔会長の時間〕    渋谷修身 会長 
 

          
皆さん今日は。前回、

前々回と「クラブ協議会」

に於いて、各委員長さんに

事業報告をして頂きました

が、本日は委員長でない私

を始め、役員理事に一年を

振り返っての話をして頂き

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
〔幹事報告〕     佐藤賀則  幹事 
                   

 
・ 地区青少年交換委員会

よりナターリア・シル

バさんに対する受け入

れの感謝状が届いてお

ります。 
・ さいたまユネスコ協会

よりユネスコ世界寺子

屋運動ネパールの学校建設プロジェクト寄

付についての感謝状が届いております。 
・  ＮＰＯ法人難民を助ける会より、フルート奏

者の山形由美さんのチャリティコンサート

の案内が来ております。 
・ ２５７０地区米山寄付についての一覧表が

届いております。 
・ ５月２０日に開催されたイースタン・リー

グ公式戦「グットウィル対巨人」のお礼状

が届いております。 
・ 本庄市観光協会より本庄市観光協会推奨土

産品募集の通知が来ております。 
・ ６月理事会で承認を得、手続きを完了しま

した新入会員候補者、横尾 巧さんの報告

ですが、本日会員の皆様にＦＡＸにてご連

絡いたしますので、宜しくお願いいたしま

す。 
・ 本年度決算が迫っておりますので、ロータ

リー公式行事の立替等がありましたら、お

早めに申し出てください。 
本日で幹事報告は 後となりますが、一年間有

難うございました。 
 
 
 
 
 
 

 
ロータリー親睦活動月間 

  
「一年を振り返って」 
会長・幹事・役員理事 
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一年間を振り返って 
 
 
★ 渋谷修身 会長 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
まだサヨナラが残っておりますが、今年度一年

間会長を努めさせて頂きました。 
幹事、副会長、役員理事を始めメンバーの皆様、

そして事務局の皆様の御協力に支えられて大禍な

く努めを終わる事が出来そうです。本当に有難う

ございました。ロータリーの会長など、とても出

来ないと思っていまして数年間逃げ廻っていまし

たが、今年度思い切って引き受けました。 
今、振り返って会長は大変だったか、何か大変

な事があったかと考えてみますと、特に大変だっ

たという感じはありません。マージャンも以前と

同じ様に続けられました。以前は「ロータリーの

会長」と言う名の見えない亡霊を恐れていただけ

の様な感じがします。私でも何とか務まったので

すから、皆さんも会長の声が掛ったら居もしない

幽霊を恐れることなく、引き受けてもらいたいも

のだと思います。と言いますのも・・・ 
実は会長になって一番大変なのは、次の会長を

選ばなくてはならない事なのです。あと、強いて

言えば「休めない」と言う事があります。ただ、

私の場合、会長でなくてもクラブに入って 20 数年

間、数える程度しか例会を休んでいませんでした

ので、例会に出るのが生活のリズムになっており

ましたので、全く苦になりませんでした。 
又、休まない為には健康でなければなりません

が、幸い私は 50 年前に虫垂炎(盲腸)の手術をした

のと、35 年前にカゼで高熱を出して 3 日程度寝た

覚えがある程度で、あとは大したカゼ１つひいた

事がありません。これは私の努力ではなく運命と

言ったら良いのでしょうか。私はタバコも吸いま

すし、散歩をしている訳でもないし、特に健康に

気を使って生活している訳ではないのでが・・・ 
先程会長職が大変ではなかったと言いましたが、

これは私に能力があったからだはなくて、１つは

良い幹事に恵まれた事があると思います。 
佐藤幹事は、フットワークが軽く、又、物事を

的確に処理して行く能力が優れております。私が

基本的な指示を 1 回するだけで、自然に全ての準

備が整っています。私も佐藤幹事も以外と細かい

事まで考えて正確を期するほうなので、今年度は

やり残した事や、大きなミスは無かったと思いま

すが、一面ハプニング性がなくてあまり面白く無

かったとも言えるかと思います。 

1 つ自慢できる事があるとすれば 2 人共例会でも

理事会でも誰よりも早く来ておりました。それだ

けは一年間続けて来ました。 
又、私は会長になるに当たって「自分の職業や

自分の家庭を犠牲にしないよう」にしょうと心に

決めていました。それで多少気分が楽になった面

はあると思います。 
ですから私が仕事している時間の会合等は、副

会長に代理をしてもらいました。下山・立石両副

会長は、私より年長であるにも関わらず私の指示

に快く従ってくれました。本当に感謝しておりま

す。その様に皆様の協力があったから。平常心で

会長が努められたと思っております。 
ここで私が年度始めに立てた方針を基に簡単に

振り返ってみます。 
 
会長方針(会長としての考え) 
 

Ⅰ 「思いやり」の心ですべてに参加する 
 
１．例会の出席を初め、情報集会、各委員会の会

合、その他旅行に至るまで、ロータリーと名

の付くものすべてに、出来るだけ参加するよ

う心掛けて下さい。それが、それぞれの集ま

りを企画した人達に対する、思いやりである

と考えます。何にでも出ていれば、それだけ

ロータリーに関しての知識も深まり、又クラ

ブのメンバーとより多く知り合、仲良くなる

機会が多くなるものと思います。 
２．特に守ってもらいたいのは、ＦＡＸ等での出

欠の確認では、必ず期日までに連絡をして下

さい。そのＦＡＸを送信した人の立場に立て

ば、それが当然の思いやりであると思います。 
３．副会長には、対外的な行事等で会長代理をし

てもらうことが多いと思いますが、宜しくご

協力をお願い致します。 
４．例会中の私語は出来る限り謹んで下さい。そ

れが、演者に対しての思いやりです。時間的

余裕のある時は、例会前早めに来る様にすれ

ば済むことです。ただ黙って食事をして帰る

だけではつまらないですから、どうしても時

間のない方のために、例会に余裕のある時は、

５分程度の「私語の時間」も考えています。 
５．５０周年(４５周年でも可)のために、５０万円

程度も積み立てが出来ればと考えています。

以後の会長もそれを継続してもらうよう希望

します。 
６．理事の人数の改正について、(細則検討委員会)

を作り７月～９月の３ヶ月間に結論を出すよ

うにしたい。次年度より実施するためには、

９月がタイムリミットと考えます。 
  
Ⅱ 各委員長の活動は、その委員会で考え実行し

てもらうわけですが、一応、会長としての希望を

表明しておきます。 
 
 
 



１．クラブ奉仕委員会 
ロータリー情報委員会 

半期に 1 度位、ロータリー情報(教育)を、プログ 
ラムの中でお願いしたい。 

拡大増強委員会    
拡大は考えていない。会員数８０名以上を目標 
に、増強をお願いしたい。 

親睦活動委員会    
年２回の旅行は、宿泊付と限定しないで、又、 
ゴルフと一緒にするかどうかにも、こだわらな 
いで考えてもらいたい。 

家族委員会      
親睦委員会の一員と考え行動を共にすること、 
又、家族委員会独自の計画も実行してもらいた 
い。 

プログラム委員会   
例会の後半半分は、プログラム委員会の時間と 
考えて下さい。色々な月間がある月は、その月 
間の担当委員会に何か企画をお願いして下さい。 

ニコニコ委員会    
定番メニューは賛否両論ある様ですが、私とし 
てはあった方が良いと思います。年度間の競争 
をする必要はないが、例年並集金はお願いした 
い。 

２.  職業奉仕委員会 
職業奉仕は、元来集団で何かをするのではないが、

月間の行事はマンネリ化している印象があり、何

か新しい知恵をだしてもらえないかと考えていま

す。 
３．社会奉仕委員会 
単にお金で解決させるのではなくて、目に見え、

思い出に残る事業を１つは計画してもらいたい。 
２００６年、本庄市と児玉町が合併して、新しい

本庄市が誕生した年になります。出来れば、本庄

市児玉郡内の 4 クラブ(本庄、上里、児玉、本庄南)
合同で、クラブの垣根を越えて、何か将来まで記

念になるようなものを残したいと考えております。 
青少年委員会     

青少年交換留学生を受ける場合の、担当委員会 
であるが、実施にあたっては、社会奉仕と国際 
奉仕の委員会全員で協力してもらいたい。 

４．国際奉仕委員会 
国際の名にふさわしい、何らかの事業を期待した

い。 
世界社会奉仕委員会  

書き損じハガキの回収等は継続してもらいたい。 
財団・米山委員会   

３年委員会は無理なので、２年委員会としたい。 
従って、今年度副委員長は、次年度委員長にな 
るわけですから、そのつもりで勉強して下さい。 

 
Ⅰ 総論 
 
１・ある程度、気持ちは伝わったと思いますが、

例会の出席(特に後半)があまり良くなかった

ようです。 

しかし例会場以外の親睦旅行や家族委員会の

旅行、そしてクリスマスやサヨナラパーティ

は、多数の参加を頂きました。 
又、楽市の出品、書き損じハガキの回収等に

於いては過去に例をみない程の御協力を頂き

ました。それらを考えますと「思いやりの

心」を理解していただいたと思っております。 
２・これはごく少数ですが守ってもらえない人は

いた様です、これは、一人前の大人として守

るべき 低限の倫理と思います。 
次年度の方針にも同じような事が掲げられて

おりますので、ロータリアンたる者はこころ

して頂きたいと思います。 
５・目標の５０万は無理のようですが、積み立て

は行います。次年度も継続する方針のようで

す。 
６・約束通り「本庄ロータリークラブ細則」第１

条、第１節及び第２条を改正いたしました。 
 
Ⅱ 各論としまして、各委員会に対する、会 
としての希望を表明しておきましたが、大体、意 
とする所は汲み取っていただいたと思います。 
個々の委員会の活動は先週、先々週のクラブ協議 
会で発表がありましたので、ここでは省略します。 
いづれにしても、大勢のメンバーに支えられて、

一年間会長を努めたことが、私の今後の人生の糧

となるであろうと感謝しております。 
どうも、一年間大変お世話になりました。ありが

とうございました。 
       
★ 佐藤賀則 幹事 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
平成９年の夏に入会させて頂き、１０年が過ぎ

幹事を仰せつかった訳です。 
渋谷会長には若かりし頃大変お世話になり、幹

事をお断り出来ずお引き受けしました。 
会長の掲げた「思いやりの心」ですが、私が３

５歳の時青年会議所理事長の時、やはりテーマは

「思いやりの心」でありましたので、会の運営を

する上で、非常に大切な事であるし、非常に同感

をした訳です。 
会長初め、理事役員、委員長さん、各委員の皆

様には各委員会に付きましたは、事業計画通り行

って頂き、又、事務局にも心より感謝申しあげま

す。 
渋谷会長は一年間全てのスケジュールを例会前

に準備をしてくださり、これを各委員会にお知ら

せする事が出来、本年度、会長幹事のチームワー



クが非常にスムーズに行ったと思っており、会長

には心から感謝申しあげます。 
 一年間、皆様にいろいろとご協力を頂き心から

感謝申しあげます。ありがとうございました。 
 
★ 下山正男 副会長 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
皆様今日は。今日は渋谷会長、佐藤幹事の下で

副会長として一年間大変お世話になりました。 
 渋谷会長はいろいろの人の意見を良く聞いてく

れて、考えがまとまると佐藤幹事のそつのない実

行力で行われ、素晴らしい組み合わせだと思いま

した。 
また、私事でありますが、春山会員に再入会を

勧められ、ロータリーを通して多くの再発見があ

りました事を感謝申しあげ、お礼の挨拶といたし

ます。 
 
★ 立石秀寿 副会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
副会長として一年間お世話になりました。 

会長初め、幹事、役員理事、会員の皆様 
ご協力ありがとうございました。 
 
★ 加藤玄静 会計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
クラブ財政を預かる大役でありますが、実務は

事務局の二人が預かり執行しておりますので、ご

安心ください。 
  
 

 かっては会員である銀行の支店長が担当してお

りましたが、当クラブでは数年前より会員の中か

ら会長が指名しております。(金融機関以外の会員

の時) 
 初代は古瀬会員、続いて武井会員であったと思

います。幹事、事務局の仕事と思われがちですが 
実際には会計の責任であります。 
 一年間を振り返って、会員数の多いいクラブで

ありますが、会員減により財政が苦しい状況であ

ると思います。一年間お世話になりました。 
 
★ 野村正行 理事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 会長のお計らいによりました、今席において直

前会長としてお礼を言いなさいとの事で、述べさ

せて頂きます。 
 渋谷・佐藤年度の直前会長として、この一年間

ロータリアンの皆様には、理事会を通じて事業施

行にご協力頂きましたことに、お礼を申し上げる

次第です。 
 そこで皆さん、申し訳けなく思いますが、直前

会長は役目として、それなりの仕事の役柄があり 
その責任をはたさなければならないのではと思い

ます。とは言え、その意とするものでなく、直前

会長は植木 等の歌の文句ではないが、「直前会

長は気楽な家業」でありまして、一年間を只々過

ごすだけで来ました。 
 一方、よくよく考えてみますと、定款細則によ

り直前会長が理事会に居すわることは、会長年度

当時、現会長に協力してもらっているので、その

お礼に奉公せよとのことだと、私自身そう思って

います。 
 いずれにしましても、渋谷・佐藤年度はこの６

月いっぱい限りとなりました。そしてこの一年間

皆様の多大なご協力のもとに全力で事業を遂行し

てまいりました。それに、今無事終わろうとする

渋谷会長、佐藤幹事に対し、改めて皆様と共に賛

美をお送りする次第です。 
 直前会長として誠に至りませんでしたが、お礼

の言葉といたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 



★ 春山茂之 理事 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
今年度パスト会長として理事会メンバーに加え

て頂いておりますが、先日、会長より今年度を振

り返って一言、評価をとの事でした。 
先ず、渋谷・佐藤年度を一言で申しますと、会

長の性格通り緻密で信念を通し、そつのない年度

であったと思います。二人の副会長を始め、それ

ぞれ各委員長の立場を考えながらうまく生かし、

地区研修会及びクラブ内外でも、思いやりを持ち

ながら活動して頂いた一年であり、それぞれ皆さ

んがかなりロータリーを勉強したのではないかと

考えます。ただ、あえて言いますと、そつがなさ

過ぎたのが多少面白味に欠けたかなとも感じます。 
 ところで、私として何かお手伝い出来たのかと

考えてみますと、行事に出来るだけ参加する事と

メーキャップ奨励をやってみた事でした。それは

出席委員長、幹事その他を誘って夏休み中の軽井

沢クラブ(プリンスホテル)、秋には日本で 初に出

来た名門の東京クラブ(帝国ホテル)に行ってみまし

た。 
軽井沢クラブは避暑地らしくメーキャップは別

荘族の品の良い人が多かった様です。東京クラブ

は一流会社社長とか会長、大学教授等でしたが、

さすがロータリアンらしく気配りが充分感じられ、

全く違和感はありませんでした。 
感想として、ロータリーのバッチを付けている

だけで、どんなに有名人のいるクラブでもすぐ仲

間に入れてもらえる事が素晴らしいと思いました。

あらためてロータリークラブを見直したものです。 
皆さんメーキャップをしましょう！ 

 
 
★ 髙橋福八 パストガバナー 
 
 
 
 
 
 
 
 
２００９～２０１０年のガバナーになるための

一件書類が出来上がり、今日発送しました。 
皆さん全員協力して加藤君を盛り上げて頂きます

ようお願いします。 
 私の時「ロータリー道楽論」で大激論しました

が、自分の考えをつらぬいて楽しくやってくださ

い。 

★ 茂木 正 地区国際親善委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ６月９日川越プリンスホテルにて今年度 後の

地区役員会が開催されました。 
 私は地区への派遣委員として国際親善委員を受

け、ロータリーの精神としてそのあり方としても

地域や日本にとらわれず、広く国際社会への奉仕

を目指して行く事を願っています。 
 ネパールへの学校建設、里親制度への参加、地

区役員として果たさなければならない事が山積み

です。 
 皆様のご指導を宜しくお願い申しあげます。 
 
 
〔ニコニコボックス〕 塚越 茂 委員長 
 

          （順不同・敬称略） 

渋谷修身 

 会長として一年間お世話になりました。 
 
佐藤賀則 
 幹事として一年間お世話になりました。 
 
下山正男 
 副会長として一年間お世話になりました。 
 
立石秀寿 
 副会長として一年間お世話になりました。 
 
岡崎正六 
 会長エレクトとして一年間お世話になりました。 

 
渋谷修身 
・ ニコニコ委員会の皆様一年間ご苦労様でし

た。 
・ ＳＡＡの皆様一年間ご苦労様でした。 
・ 出席委員会の皆様一年間ご苦労様でした。 

 
橋本恒男 
 国際奉仕で一年間お世話になりました。 
 
八木成幸 
 会長幹事一年間ご苦労様でした。 
 
岡芹正美 
 青少年委員会、一年間のご支援ご協力ありがと

うございました。 
 

茂木 聡 
 一年間お世話になりました。 



巴 高志 
 今年度、増強委員会でお世話になり大変ありが

とうございました。 
 
野村正行 
 一年間直前会長を務めさせて頂きましたので。 
 
髙橋福八 
 ２００９～２０１０年度加藤ガバナーの一件書

類が全部揃い本日ガバナー事務所に送りました。 
 
真下恵司 
 サヨナラパーティ欠席になります。 
 
小此木昭二 
 早退します。 
 
飯塚明男 
 看護師の講義がありますので早退させてもら

います。 
 
戸谷清一 
 「ケーブルテレビは街づくり」本日株主総会を

開催させていただきます。グランドホテルにて 
 ５時３０分からです。ご臨席をお願い申しあげ

ます。 
 
杉山淑子 
 本日は所用のため欠席します。サヨナラパーテ

ィで皆様にお会いする事を楽しみにしておりま

す。 
 

本年度役員の挨拶よろしくお願いします。一年 
間お世話になりました。 

 
（同文にてご投入頂きました） 

 
斉藤清一 矢島淳一 茂木 正 田中 克 
戸谷 丈 梅村孝雄 春山茂之 三宅健吉 
中島高夫 金子 弘 岩本英人 加藤玄静 
松原幹男 井下 典 古瀬末雄 小此木利明 
渋澤健司 高柳育行 塚越 茂 竹並栄一郎 
坂本雄一 武井包光 五十嵐敦子 
 
 
本日投入金額合計 １００，０００円 
 
 
 
 

 
〔出席報告〕      浅香 匡 委員 
               (敬称略) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２１４９回例会(６月１４日) 

 
メーキャップ０数 

 
欠席届出者 
 横尾セツ 坂本雄一 浅香 匡 山田喜一  
渋澤健司 

 
 
 
２１５０回例会(６月２１日) 

   
メーキャップ０数 

 
欠席届出者 
  野澤章夫 町田国彦 山田喜一 杉山淑子 

 
 

 
広聴広報委員会  岩本英人・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 

 

７４名

 

８名 

 

６６名 

 

４１名 

 

６２.１％

 

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 

 

７４名

 

８名 

 

６６名 

 

４１名 

 

６２.１％


