
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《本日の例会》 
 
 
 
 
 
進 行   藤井 仁 SAA 委員 
点 鐘   午後１２時３０分 野村正行 会長   
国歌斉唱 「君が代」 
ソング   ｢奉仕の理想｣ 
 
 
〔会長の時間〕    野村正行 会長  
  

 このところ天候も余りすぐれ

ない日が続いています。今年は、

梅雨入りが早いように見受けら

れます。どうか、ロータリーア

ンの皆様にはお体に気を付けま

すことを願います。 

 さて、今日の例会からお二人

のロータリーアン仲間が入会されます。皆さんど

うか暖かくお迎えしますことをお願い申し上げ

ます。後程、ロータリー情報委員会のもとに入会

式をお願いします。 
 ５月２０日(土)開催された、２００５｢次世代と

語る｣フォーラムに参加されました下山正男会員、

飯塚章治会員にはご苦労様でした。 
 ５月２８日(日)開催された、派遣候補生のオリ

エンテーション閉校式に出席されました巴 高

志カウンセラー、飯塚明男国際奉仕委員長にはご

苦労様でした。 
 ５月１２日(金)開催された、本庄商工会議所青

年部通常総会懇親会に会長が出席しました。 
 ５月２４日(水)開催された、本庄市交通安全対

策協議会評議会に出席された三宅健吉会員には

ご苦労様でした。 
 次に今日午前１１時より、６月定例理事会が開

催されました。幾つか協議され承認されました事

項についてご連絡します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・春の親睦旅行(移動例会)の決算について承認され 
ました。 

・サヨナラ例会実施内容、委員会による表彰、慶

弔規定による表彰について承認されました。 
慶弔規定についてお願いがあります。規定の

第３項の本人又は子弟の結婚、其の他特に慶事

があった場合、申告制度になっていますので、

関係ある方は幹事に申し出て下さい。 
・６月プログラム予定表について承認されました。 
・本庄警察署へ防犯パトロールに使用する為の電

動自転車を贈呈することについて承認されま

した。 
以上の事項内容報告は、各担当委員会より発表い

たします。 
連絡事項 
・２００５～０６年度国際ロータリー第２５７０

地区第４グループ会長幹事会が開催されます。   
 日時：平成１８年６月１７日(土)午後６時より 
 場所：伊香保温泉「ひびき野」 
・この例会終了後、クラブ協議会が開催されます

ので、今日発表されます各委員会委員長の方々

は準備の程、宜しくお願いします。 
報告事項 
・本庄市自治会連合会設立総会懇親会の開催案内

がきました。 
 日時：平成１８年５月２９日(月)午後６時より 
 場所：埼玉グランドホテル本庄 
会費：５０００円 で、会長が出席しました。 

・本庄商工会議所評議委員総会開催の出席案内が

きました。 
日時：平成１８年５月３０日(火)午後５時より 

  場所：埼玉グランドホテル本庄 で、会長が

出席しました。 
・本庄市観光協会解散・(新)本庄市観光協会の設

立総会の開催の出席案内がきました。 
日時：平成１８年５月３１日(水)午後５時より 

  場所：埼玉グランドホテル本庄 
会費：５０００円 で、武井副会長に出席し

て頂きました。ご苦労様でした。 

 
 

国際ロータリー第２５７０地区 第４グループ 
 

本 庄  
ロータリークラブ会報 

 
NO ４３－４２  第２１０１回 例 会   ６月 １日    ２００６年 ６月 ８日 発行
2005～2006 年度国際ロータリー会長 カール・ヴィルヘルム・ステンハマー  第 2570 地区ガバナー 野中弘之

会長/野村正行  会長エレクト/渋谷修身  副会長/武井包光  副会長/中村 孝  幹事/温井一英

 
 
 
 
 

超我の奉仕 

 

クラブ協議会 



〔幹事報告〕    温井一英 幹事 
 

・先程、野村年度 後の定例理   
事会が終りました。役員の皆    
様にはいろいろとご協力して  
頂き有難う御座いました。    

・本庄市観光協会より年会費の  
請求が届いています。 

・ボーイスカウトの維持会費納  
入のお願いの案内がきています。 

・本庄市青少年育成市民会議の総会に私が出席さ

せて頂きました。一年間監事でしたが、合併の

関係で理事に替わりましたのでご報告します。 
・地区職業奉仕部門より｢県立高校における体験

活動の徹底した推進｣事業への協力説明会資料

が届いています。 
・関東財務局広報誌｢財務かんとう｣が届いていま

す。 
・｢歌舞伎穂フォーラム公演｣の案内が届いていま

す。 
 
 
＊入会式 

梅村孝雄 ロータリー情報委員長 
 

 先程、会長がお話の通り新し

い会員がお２人本日から入会し

て頂くことになりました。今年

度はこれで合計５人ということ

です。２人とも４８歳、４１歳

で大変若い力です。これからご

紹介しますので皆さん宜しくお

願いします。また過日、諸般の手続きを終了しロ

ータリー情報をしっかりお伝えしご理解を頂き

ました。 
 
 
坂本雄一 会員 

 
今日から皆さんとご一緒にロー

タリー活動をして頂ける浅香 匡

さんを紹介させて頂きます。 
 
自宅住所 高崎市寺尾町１５８５ 
生年月日 昭和３２年９月２２日 
企業名  ㈱上武自動車教習所(代表取締役) 
事業内容 自動車教習所 
家族構成 夫人・子供２人 
趣味   ゴルフ・読書・旅行 
 
 

塚越 茂 会員 
 

 山田喜一君を紹介致します。高校卒業後、お父

様が経営されている山進社印刷㈱にお勤めにな

り現在に至っております。主に営業を担当されて

います。 
 又、ＪＣには２６歳の時入会して１５年間入っ

ていました。４０歳で卒業しています。少しどこ

のクラブに次ぎ入ろうかということでしたので、

ロータリークラブをお勧めしましたら早速入っ

て頂くことになりました。 
自宅住所 本庄市本庄３－３－３６ 
生年月日 昭和４０年１月２日 
企業名  山進社印刷㈱(専務取締役) 
事業内容 印刷業 
家族構成 夫人・子供３人 
趣味   ゴルフ 
 
 
ご挨拶 
 
 浅香 匡 新入会員 
 
 先程ご紹介に預かりました浅

香 匡(あさかただす)と言います。

名前が変わっているものでして、

今までまともに読んでくれた人

は殆どいません。業種につきまし

ては、沖電気さんの近くで自動車

教習所を営んでいます。自宅は高

崎市でして、本庄市には２４年通っています。ロ

ータリークラブの活動につきましては、父親が富

岡ロータリークラブに所属していますので割合

身近にありました。 
 本庄ロータリークラブ入会につきましては、多

少不安も有りましたが、知人もかなりおりますの

で、その点では一安心しております。 
 今後とも宜しくご指導の程、お願いいたします。 
 
 

山田喜一 新入会員 
 
 山田喜一(やまだよしかず)と申し

ます。今回、塚越医院の塚越先生の

紹介で本庄ロータリークラブに入会

する運びとなりました。４１歳と本

庄ロータリークラブの中では 年少

なので、先輩方の中で勉強したいと

思います。宜しくお願いいたします。 
 
 
新入会員入会の歓迎の挨拶 野村正行 会長 
 
 浅香 匡会員・山田喜一会員にはあなた方の職

業における指導者であると、私達ロータリーアン

仲間が信じ、またロータリーの綱領を解釈され、

これからあなた方が交わる人々にその事を伝え

るのに も優れた心をもち備えているために、本

庄ロータリークラブの会員として選ばれました。 
そして、あなた方は当クラブにおいて、あなた

方の職業に関して私達に与えられる価値は当然

のことに、あなた方を通して私達に与えられます。 
まず、奉仕の機会として知り合いを広めて下さ

い。次に事業を高めて下さい。業務の認識を深め

て下さい。こうした事を通じて、社会奉仕をする



為にその業務を品位あらしめて下さい。又、あな

た方がその人格と奉仕活動を通じて体験する事

により、地域社会はロータリーを知り判断する事

になります。私達は、あなた方が本庄ロータリー

クラブを代表してもらえる人であると信じ、会員

としてここにお迎えします。又、ロータリーの親

睦の力で心よりあなた方を支援していきます。 
尚、お二人の所属委員会は親睦活動委員会です。 

推薦者の方は、お二人に対して充分フォローをし

てください。 
 

 
 
 
 
［６誕生祝］   石原 修 親睦委員長 

 
（敬称略） 

 五十嵐敦子 三宅健吉 町田国彦 狩野輝昭 
 竹並栄一郎 福島正美 温井一英 
  

 
 

・代表挨拶     町田国彦 会員 
 

 皆さん誕生祝有難う御座いま

す。早いもので本庄にきてから８

年目になりまして、６月７日で６

３歳になりますけれど来た時は

５５歳だったのだと・・・。 近、

特に６０歳を過ぎてからゴルフ

も飛ばなくなりましたし、時々年

を感じるようになってきました。これかも、いろ

いろ負けないように頑張りたいと思いますので

宜しくお願いします。有難う御座いました。 
 
 

［６月結婚祝］ 
（敬称略） 
渋澤健司 後藤芳生 

 
 

・代表挨拶    後藤芳生 会員 
 

 結婚して３６年早いものですね。

常に目標を掲げて全力で走ってき

た感じです。 近は、サッカーに

力を入れています。今、埼玉県下

の少年団で５６０チームのうちベ

スト１６で勝ち残るべく家内と共

に頑張っています。６／１１・１８が試合で、そ

の日に勝ち残れば全国にいけます。その際にはチ

ケットを持参してお伺いしますので、宜しくお願

いします。 

 

 

 
〔委員会報告〕 
 
★国際奉仕委員会   飯塚明男 委員長 
 

 国際ロータリー第２５７０地

区青少年交換プログラム３６期

生の閉校式が、５月２８日午後

２時より坂戸市の｢オルモ｣にて

開催され、本庄ＲＣより巴 高

志会員と私で出席しました。そ

のなかで、こちらの方から派遣される中村 茜さ

んが７月の下旬か８月上旬に出発します。受け入

れ場所は、ブラジルＤ４７６０地区Ｍｒ．バス

コ・フェレイラ・ディアス宅に行く予定です。ブ

ラジルからは Natalia  
Cassia(ナタリナ カシア)さん(女性)が８月１５

日に来日予定です。来日後は、皆さん暖かく迎え

て下さい。 
 
 

〔ニコニコボックス〕 渋澤健司 委員長 
 

(順不同・敬省略) 
新入会員の山田喜一さん、浅香 

匡さん入会おめでとうございます。

今後のご活躍をご祈念申し上げま

す。 
(同文にてご投入頂きました) 

渋谷修身  坂本雄一  巴 高志     

梅村孝雄 斉藤清一 野村正行 渋澤健司 

茂木 聡  石原 修  橋本恒男  塚越 茂  
小此木昭二 高柳育行 岩渕富男 横尾セツ 

石原輝弥  沼田恵義 野澤章夫 竹並紀松 

温井一英   杉山淑子  戸谷清一 八木茂幸 



本日はこの一年を振り返り、ロータリーの活動報

告をお願い致します。 
 (同文にてご投入頂きました) 

下山正男 武井包光 佐藤賀則 内野昭八郎 
岡崎正六 笠原 勝 今泉憲治 田中 克 
矢島淳一 戸谷 丈 町田国彦 中島高夫 
萩原達夫 
 
 
本庄ＲＣの皆様、今後宜しくお願い致します。 

(同文にてご投入頂きました) 
山田喜一 浅香 匡 
 
 
岩本英人 
喜寿の祝いです。 

 
野口光大 
 おかげ様で古希を迎えることができました。 
 
三宅健吉 
 早退します。 
 
古瀬末雄 
 ゴルフ部役員へ。コンペの賞品をわざわざ郵送  
  して戴き有難う御座いました。又、同伴競技者

の方々大変お世話になりました。 
 
 
誕生祝有難うございます。 

(同文にてご投入頂きました) 
竹並栄一郎 五十嵐敦子 
 
下山正男 
 シニア優勝しました。ありがとうございます。 
 
藤井 仁 
 ニコニコ委員会の皆様、大変ご苦労様です。 
 

本日投入金額合計  ６３，０００円 
 

 
〔出席報告〕      横尾弘明 委員 
 

 

 

メーキャップ数１枚 

欠席届出者 

 金子 弘 立石秀寿 西村賢次 井河久昇  
金井直樹 

【クラブ協議会】 
 

◎ＳＡＡ      斉藤清一 チーフ 
 
 
 
 
 
 
 

 
前期の重要な例会に、ＳＡＡチーフして出席で

きなかった事について反省いたします。会員の皆

様には、例会雰囲気作りに協力して頂いた事に感

謝いたします。 
次に具体的な内容についてお話しします。まず

席替えについてですが、計画書の中では３ヶ月単

位で席替えをするという事で決めたのですが、１

回も出来なかった事を深く反省しています。 
会長から当初アドバイスがありまして、例会の

中でロータリーソング以外の愛唱歌・童謡等を歌

ったらどうかという事で、毎月第３例会に実行し

ました。今月も第３例会に予定していますので、

後まで実行できました。 
パーマネントファンドを年４回計画しました

が、４月と今月１５日の第３例会に計画しており

ますので半分の２回しか出来なかった事になり

ます。 
 
 
◎クラブ奉仕委員会   橋本恒男 委員長 
 
  
 
 
 
 
 
 
クラブ奉仕委員会、小委員会の発表をさせて頂

きます。選考分類、ロータリー情報、拡大増強、

出席、広聴広報、親睦活動、ロータリー家族、雑

誌記録、プログラム、ニコニコの順で行います。 
 

 

・選考分類委員会     戸谷清一 委員長 
 
 

 

 

 

 
 

 

｢会員選考｣と｢職業分類｣に意を尽くし、クラブ

が円滑になるように努めてまいりました。南  

正副委員長、黒岩三雄会員、金井澄雄委員の大先

輩にご指導頂き、又会員諸兄のおかげで無事一年

を終える事ができました。有難う御座いました。 

 

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

 

７９名 

 

８名 

 

７１名 

 

５１名 

 

７３．２％



 
・ロータリー情報委員会 梅村孝雄 委員長 

 

 今年度は５名の方にいろいろ

ロータリー情報をお伝えしたの

ですが、残念ながらその中の１

名の方が年度内に退会という事

なので私共の説明が足らなかっ

たのではと反省しています。今 

日入会された方は少なくとも４、５年は居て頂け

る様にお願いします。 

  又、その時に必ず推薦者の方、並びに会長幹

事のどちらかに同席をお願いしました。 

今後もこの様なかたちの方が新入会員の方が

安心すると思いますので、次年度にも伝達したい

と思います。 

 

 

 

・拡大増強委員会 委員長代理 笠原 勝 会員 
 

  

２００５年７月に西村賢次さ

ん(ＨＯＹＡ㈱の交代)、８月１

８日に岩堀 薫さん、９月１日

に今泉憲治さんと山田龍男さ

ん、今日６月１日に浅香 匡さ

んと山田喜一さんで合計６人

になります。この方達に早くロ

ータリーに馴染んで頂いて、いろいろ協力して頂

ければ有難いと思います。 

 

 

・出席委員会      茂木 聡 委員長  
 

 会員皆様のご協力の中で例

会への出席率を上げるべく委

員会として情報発信をしてま

いりました。 

 サヨナラパーティーにおい

て、出席優秀者の方々に記念品

をお配りしたいと考えており

ます。一年間ご協力ありがとうございました。 

 

 

・広聴広報委員会    中島高夫 委員長 
 

 副委員長に杉山会員、委員に

岩本会員、笠原会員、西村会員

で構成し、委員会ではクラブの

活動状況を会報に掲載発行させ

て頂きました。  

 特に、素人手品施設訪問が｢ロ

ータリーの友｣１１月号に掲載

され、また｢ひびき｣を年２回地域住民にロータリ

ー活動を掲載し発行させて頂きました。 

 

 

 
・親睦活動委員会    石原 修 委員長 
             
 

 

当委員会の構成は、副委員長の飯塚章冶会員・武

井会員・岡崎会員・萩原会員・金沢会員の６名にて

運営しています。今年度の活動内容を申し上げます。   

会員の｢誕生日祝｣・｢結婚記念日祝｣については、

毎月の第一例会にて親睦委員全員が分担して発表し

ています。内容として｢誕生日祝｣では、食品カタロ

グギフトを第一例会にて贈呈｢｣結婚記念日祝では、

生花を結婚記念日に会員宅直接お届けしています。 

例会運営では、秋の移動例会を９／２９～３０日

水上温泉｢ホテル水上館｣にて６：３０点鐘で行いま

した。例会セレモニーの後、懇親会ではカラオケ等

で盛り上がりました。懇親会の途中でゴルﾌ部コンペ

の表彰式が行われ、ちなみに渋沢会員がベスグロで

優勝しました。例会出席者４７名で、大変会員相互

の｢絆｣が深まった例会だったと思います。 

１２月例会では、１２／２２日(木)G・ホテルでの

X'ﾊﾟｰﾃｨ-は会員・同伴者合わせて９７名と言う大勢

の皆様に出席して頂きまして誠に有難う御座いまし

た。又ｱﾄﾗｸｼｮﾝでは、斉藤会員にご紹介頂いた｢コー

ル・ルーエ｣と言う群馬では｢ピカ一｣のコーラスグル

ープの歌声を聴いたり、ビンゴゲーム等を行い、ビ

ンゴの商品は生花にしました。皆様のご協力で大変

盛況に出来ました。 

５月例会では、５／２５日(木)｢春の親睦旅行｣を

観光バスで行く｢浅草散策と東京湾ディナークルー

ズ｣を企画致しました。PM１：００出発、深夜１２：

００頃本庄に到着しました。天候が悪く心配を致し

ましたが、浅草でも雨に降られず、皆様の日頃の行

いに感謝致しました。又シンフォニー船内にて点鐘、

東京湾の夜景・ピアノ演奏、フランス料理、カラオ

ケ等を行い、２時間半の船旅で、｢日の出埠頭｣に接

岸するまで楽しみました。出席者４７名の皆様には

大変遅くまでご協力有難う御座いました。 

野村・温井年度 後の事業としまして本日理事会

にて承認を得ました６月例会の｢さよならパーティ

ー｣が６/２９日(木)五州園にて｢ものまねのツート

ン青木｣を招いて行います。本日案内文を FAX にて送

りますので御同伴での出席を宜しくお願い致しま

す。恒例のビンゴゲームの景品も沢山用意致しまし

たので、ビンゴカードのご購入宜しくお願いします。

尚、締切は６／１５日(木)に成っておりますので、

当日迄に FAX にて出欠を返信して下さい。会費は、 

メンバー５，０００円、ご同伴者は無料と成ってお

りますので大勢の出席の程宜しくお願い致します。 

 
 
 

 



 
・ロータリー家族委員会  田中 克 委員長 

 

 

 

 今年度の当委員会の事業報告をさせて頂きます。 

①、１１月の 終例会を移動例会に変更して頂き 

   昇仙峡の紅葉狩りと勝沼のブドウ狩り、石和 

   温泉での昼食を兼ねた例会にメンバーの奥様 

   に多数参加頂き、一日楽しいバスツアーが出 

    来ました。 

②、２月２３日の第４グループのＩＭに際しホス 

トクラブとして家族委員会の協力を頂き２０ 

数名の奥様方に参加して頂きＩＭに花を添え 

て頂き、有難う御座いました。 

 

 

 

・雑誌記録委員会    横尾セツ 委員長 
 

 
 

 皆様今日は。雑誌記録委員長を一年間させて頂 

きまして、｢ロータリーの友｣や雑誌を読むという 

事は、ロータリーアンの三大義務の一つでもあり、

皆様に沢山読んで頂きたく、時折ご紹介して参り 

ました。 

 自分自身、以前は余り読まなかったのですが、 

熟読してみると奥が深く、とても良い勉強になり 

ましたが、果たして皆様にどの位伝える事が出来 

たか？何か趣向を変えて皆様に興味深く読んで頂 

きたかったと反省しております。 

 一年間有難う御座いました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・プログラム委員会  町田国彦 副委員長 
 

 

 

 

 

 

 

 

   一年間委員会で心掛けた事を中心に報告させ 

て頂きます。 

 野村会長方針の｢おもしろくて、楽しいロータ 

リー活動を｣を基本に、いろいろ考えて実行して 

きました。 

具体的には、出来るだけ多くの会員にお話しを 

して頂きました。又グループ討論でパスト会長を 

囲んで会員の盛り上がりをはかりました。 

 夜間例会においては、短い時間ではありました 

けれどゲームなど楽しめる様にしました。 

 又、予算は例会の飲物・賞品等々、出来るだけ 

会員に還元するよう心掛けました。 

 有難う御座いました。 

 

 

 

・ニコニコＢＯＸ委員会 渋澤健司 委員長 
 

 

                      

皆様の暖かい奉仕の金額が、今日をもちまして 

２百万円の大台を超える事が出来ました。本当に 

有難うございます。 

 あと残り４回ありますので、引き続き皆様の暖 

かい行為を寄せて頂きまして目標額に届きます様 

後まで宜しくお願いします。 
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