
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
進 行  斉藤清一 SAA チーフ 
点 鐘  午後１２時３０分 野村正行 会長   
ソング 「我等の生業」」「ふるさと」 
 
 
〔会長の時間〕   野村正行 会長  
 

 
 

 皆様こんにちは。実質今日の例会から、後期に

向けてクラブの奉仕活動が始まる訳でございま

す。どうかロータリアンの皆様には前期に引き続

いてご協力をお願いいたします。ここ新年早々立

て込んだ行事が重なり正直言ってばてています。 
 日々の立つのは早いもので、先週の 4 クラブ新

年合同例会1月１５日に地区主催の深谷市で行わ

れた日豪青年相互訪問オーストラリアチーム歓

迎会、1 月１６日には本庄ＲＣで国際奉仕委員会

の主体により、オーストラリアチーム団長ジョ

ン・アンご夫妻が髙橋福八国際奉仕部門当諮問委

員宅に、団員のレベッカさん、エメラルドさんが

地区社会奉仕委員茂木 正委員宅にそれぞれ２週

間ホームスティーし、お世話をすることになりま

したので、国際親善交流を深めるために歓迎会を 
開催しました。 
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超我の奉仕 

 なにやかや、新しい年も今日２回目の例会です  

ロータリー理解推進月間 
 

ク ラ ブ 協 議 会 
（四大奉仕委員長中間報告） 

 
施設訪問「シャローム」 

が小正月も過ぎてしまいました。 
そして、後期のプログラムのクラブ行事による

クラブ協議会を今日行います。四大奉仕委員長の

中間報告ですのでよろしくお願いします。 
又、この例会終了後２時より老人福祉「シャロ

ーム」で素人手品師を伴った施設訪問があります

のでご出席お願いします。 
今日１１時より第７回(１月定例)理事会を開き

ましたのでその報告をいたします。 
協議事項 
・  ２００５～０６年度上半期収支決算報告

(中間)について承認されましたので報

告いたします。 
・ ＩＭ実行委員会より、ＩＭ合同例会「シ

ンポジューム」について、活動報告「ア

イバンク運動推進の必要性」、パネラーの

依頼に対し担当委員会の春山茂之会員に

お願いすることで承認されました。 
・ その他の承認事項は担当委員会より報告

いたします。 
連絡事項 
・ 関口雅之会員が胃潰瘍のため深谷日赤に

１２月下旬より入院していますので、規

定により本庄ロータリークラブとして御

見舞しました。又、山田龍男会員が骨折

し入院していることが今日確認され規定

により本庄ロータリークラブとして御見

舞します。 
・ 平成１７年１２月２２日付で地区より日

豪青年相互訪問オーストラリアチーム歓

迎会と歓送会が参っています。 
歓迎会  日時 平成18年 1月 15日(日)

午後 6時より 

歓送会  日時 平成18年１月26日(木)
午後 6時より 

     場 所  埼玉グランドホテル深谷 
     会 費 各４，０００円 

参加者 クラブ会長・幹事・国際奉仕 

員長外 



・ 平成１７年１２月１９日付で第２回地区ロ

ータリー財団セミナー開催の案内が参って

います。 
日 時 平成１８年２月４日(土) 

午前１１時４０分～   

場 所  坂戸グランドホテル 

登録料 １クラブ ２名 ５，０００円 

・ ２００６年１月１１日付で会長宛に「公共

イメージ推進アンケート」協力の願いが

グループ実行委員長より参っています。

提出は１月中です。  

・ ２００６年１月１０日付で第２回クラブ奉

仕部門セミナーの開催の案内が参ってい

ます。 

日 時 ２００６年２月６日(月) 
午後１時登録   

場 所  ホテルサンルート熊谷 

会 費 １クラブ ３，０００円 

・ 平成１８年１月１３日付で地区青少年交換

委員長より、第３６期派遣候補生の中村 
茜さんの派遣先国ブラジル、地区名Ｄ４７

６０地区と決定した書面連絡がスポンサ

ークラブ会長、カウンセラー宛にきました。

なお、派遣時期は８月中旬予定、また派遣

先国よりの学生の来日時期は同時時期と

なることと思われるとのことです。 
・ 平成１８年１月１６日付でＩＭ実行委員会

より、ＩＭ(合同例会)シンポジュームについ

てのお願いが参っています。活動報告とし

て「本庄ＲＣアイバンク運動推進の必要性」

と題した報告、パネラー依頼です。提出は

１月２７日までとしています 
 
委員会報告は親睦活動委員会よりクリスマス

パーティーの決算報告、職業奉仕委員会から職業

奉仕月間の活動成果の報告について、新世代委員

会からは論文送付について、地域社会奉仕委員会

の施設訪問について、国際奉仕委員会からはウェ

ルカムパーティーについて、以上の報告をお願い

します。 
 

 
 
＊マルチプルポールハリスフェローの贈呈 
 

 
 

 地区から岩渕富男会員にマルチプルポールハ

リスフェローのピンバッチが届きましたので野

村会長から頂きます。 

〔幹事報告〕     温井一英 幹事 
 

 
 

・ ２００５～２００６年度地区分担金下期

納入のお願い（１名１４，１００円×会

員数）が地区幹事より届いております。 
・ ２００５～２００６年度地区大会作品展

公募募集要項が届いております。応募さ

れた作品は地区大会２日目の４月１６日

に熊谷会館ロビーに展示されるそうです。 
・ 後期会費の納入の件ですが本日第３木曜

日例会に銀行引き落としさせて頂きます。 
現金の方は受け付ておりますので、なる

べく早めにお願いします。 
・ 来週の夜間例会は五州園ですのでお間違

いのないよう宜しくお願いします。 
・ 群馬テレビ毎週金曜夜９時～９時半に放

映されている番組に茂木 正会員の会社

ユニオンインターナショナルが１月２０

日に登場しますので皆さんご覧になって

ください。 
・ ロータリーワールドが届いています。 
・ 学友会ニュースが届いています。 
・ ぼらんてぃあにゅーすが届いています。 

 
 
 
［１月誕生祝］   萩原達夫 親睦委員 
 （敬称略） 
 髙橋福八 戸谷清一 佐藤賀則 岡崎正六 
 

 
 

・代表挨拶    佐藤賀則 会員 
 

 



 
昭和３１年１月１９日生まれで、本日５０歳に

なりました。４０代と５０代とはどのように違う

かわかりませんが、５０代はあっという間に過ぎ

てしまうと思いますので、１日１日を大切に過ご

して参りたいと思います。両親も健在ですので、

親孝行に努めたいと思います。 

 
 
［１月結婚祝］ 
（敬称略） 
近藤伸侑 戸谷 丈 

 

 
 

・代表挨拶    戸谷 丈 会員 
 

 
結婚祝有難うございました。もう５７年にもな

り、同級生の息子さんが検察庁の次席検事になっ

た記事が昨日ありまして、もうそういう年になっ

てしまったとつくづく話し合いました。 
年も８０歳になりましたのも皆様のお陰です。

今後共宜しくお願いします。有難うございました。  
 
 
 

〔委員会報告〕 
 
★親睦活動委員会   石原 修委員長 
 

 
 親睦活動委員会より、クリスマスパーティーの

決算が理事会で承認されましたことを報告しま

す。多数の出席を頂きまして有難うございました。 
 
★職業奉仕委員会   笠原 勝委員長 
 
 

 

 
 昨年の１２月１４日に地区の浅田職業奉仕部

門委員長より１０月の職業奉仕月間の活動を書

面にて報告するように依頼がありました。期間は

明日までなので本日書いて事務局に渡しました。 

 昨年１０月の第３例会時『フクレックス㈱』に

企業訪問した時の状況を報告しました。それを、

２月に整理して３月に掲載報告されるそうです。 

 

★新世代委員会    下山正男 委員長 
 

 
 地区新世代部門委員会より論文の要請依頼が

あり、当クラブでは高柳育行会員から応募を頂き

まして「感謝されながら成長できるって素晴らし

い」という題名で大変中身の濃い立派な論文を地

区の方へ提出しました。 
 
★地域社会奉仕委員会    
    代理 三宅健吉 社会奉仕委員長 
   
 

 
  後藤芳生地域社会奉仕委員長は早めに施設訪

問先へ伺いましたので代わりに報告します。 

 本日、午後２時より素人手品師を伴った施設訪

問を予定しております。場所は福祉法人「シャロ

ーム」ですので皆様方のご出席をお願いします。 
 
★地域社会奉仕委員会   竹並栄一郎 委員 
 

 



施設訪問についてご報告いたします。第１回は

「安誠園」へ昨年の８月１８日に訪問し、第２回

は「トマト村」へ１１月１０日訪問し、第３回の

本日は「シャローム」へ訪問となっております。

よろしくお願いします。 
 

★国際奉仕委員会   飯塚明男 委員長 
 

 
 １月１５日・１６日に日豪青年相互訪問オース

トラリアチーム歓迎会があり出席しました。 
１５日は埼玉グランドホテル深谷で大変盛大

に行われ、感想としてはオーストラリアチームの

学生の面について強いと思いました。 
１６日は、埼玉グランドホテル本庄で四名、団

長ジョン・アンご夫妻、レベッカさん、エメラル

ドさんは高校三年生と大学一年生で生まれはパ

ースだそうです。大変意欲的ですが、素朴で人情

味のある地方の出身の方達です。もし、日本から

行きたいと思う方がいらしたら、なるべく若い人

達が行って、スローライフのイメージを捕らえて

いただければ日本からも青少年という形で行け

るのではと思いました。 
 

★プログラム委員会  矢島淳一 委員長 
 

 
 １月の予定を簡単にご報告申し上げます。本日

はクラブ協議会です。四大奉仕委員長に中間発表

して頂きます。 

 又、来週は後期初めての夜間例会です。新年で

もありゲームをやって楽しい一時を過ごしたい

と思いますので、皆様多数のご出席をお願いいた

します。 

 

 

 

〔ニコニコボックス〕 五十嵐敦子 委員  
 

 

(順不同・敬省略) 
 

岩本英人(部長) 
 山と写真の会が解散いたしました。平成１３年

１１月から合計１３回の例会を実施し、楽しい

思い出づくりを行いました。残金がありますの

でニコニコＢＯＸに投入致します。 
 
岡芹正美 
「安誠園」におります閑野志津(しづのしづ)さ

んが埼玉県の最高齢者になりました。 

ちなみに今月２５日が１０９歳の誕生日です。 

 

岩本英人 

 本年もよく飲み楽しく生きましょう。 

 

中村 孝 

 早退します。 

 

 

本日はクラブ協議会です。四大奉仕委員長よろし

くお願いいたします。 

 (同文にてご投入頂きました) 
渋澤健司 今泉憲治 井河久昇 藤井 仁 
佐藤賀則 渋谷修身 橋本恒男 武井包光 
岩渕富男 野村正行 江原栄一 下山正男 
岡崎正六 中島高夫 田中 克 内野昭八郎 
三宅健吉 石原輝弥 塚越 茂 温井一英  
笠原 勝 八木茂幸 矢島淳一 斉藤清一  
萩原達夫 梅村孝雄 金子 弘 松原幹男 
古瀬末雄 岩堀 薫 茂木 聡 竹並栄一郎  
福島文江 戸谷 丈 五十嵐敦子 
 
 

本日投入金額合計  ４４，６４１円 
 

 
 

〔出席報告〕     塚越 茂 委員 
 

 
 

  

 
メーキャップ数１枚 

欠席届出者 
 近藤伸侑 坂本雄一 関根 貢 高柳育行  
 西村賢次 沼田恵義 町田国彦 金井直樹 
 春山茂之 巴 高志 

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

 

７７名

 

７名 

 

７０名 

 

４７名

 

６８．５％



【クラブ協議会】 
 
クラブ奉仕委員会   橋本恒男 委員長 
 

 
 主である委員会のみ報告させて頂きます。当委

員会は１０の小委員会から成りまして、それぞれ

がそれぞれの立場で一生懸命職務を遂行してい

ます。 
特に親睦活動委員会の９月水上の親睦旅行、１

２月クリスマスパーティー、１０月はロータリー

家族委員会の家族旅行で前期は三つほど事業を

いたしました。 
 後期は、２月のＩＭ、３月１１日の凧揚げ、５

月の親睦旅行、６月のサヨナラパーティー等、四

事業とも家族同伴でご協力頂きたいと思います

ので奥様方はじめ皆様には宜しくお願いします。 
 増強については当初５名の目標を掲げすでに

３名達成でき、あと２名は増強委員会でいろいろ

考え達成できるように努力したいと思います。 
 出席委員会では誕生祝・結婚祝を前もってお知

らせして出席を促すという画期的なことを遂行

しております。 
 プログラム委員会については、夜間例会のつど

面白い企画をしていますので、皆様これからサヨ

ナラパーティーを含め６回の夜間例会に期待し

て頂きたいと思います。 
 広聴広報委員会では、中島委員長と事務局が協

力をして大変中身の濃い週報が出来上がってい

ると思います。 
 ニコニコＢＯＸ委員会については、当初２５０

万円の予算に対して１２月３１日現在で１３１

万円達成率５３％になっています。あと１１５万

円皆様にご協力頂ければ達成できます。『塵も積

もれば山となる』です。宜しくお願いします。 
 
 
職業奉仕委員会    笠原 勝 委員長 
 

 

 私は今年度、予定者の代役として委員長を任せ

られた関係で年度計画書にある基本方針及び事

業計画は、予定者の方針ですが継続いたしました。 

事業計画には４つありますが、前期に１つ実施

し、後期１つ実施いたします。 

 前期の１０月は職業奉仕月間でありました。そ

こで１０月２０日の第３例会日の当日『企業訪

問』を実施致しました。訪問先は美里町小茂田に

ある『フクレックス株式会社』で会員２８名の方

に参加して頂きました。会議室で石井政由取締役

工場長の会社概要と製造製品についての説明の

あと、紙の帽子をかぶり、３班に分かれて製造工

場を社員の案内で見学致しました。同社工場では、

主にスーパー、コンビニ、デパートの食品売り場

など多くの所で使用されている『レジ袋』を製造

しております。原料のポリエチレンを熱で溶かし、 

原型から押し出し，筒状の連続したフィルムを作

るインフレ製幕工程、梱包・出荷まで見学し、有

意義な体験をさせて頂きました。会員の協力誠に

ありがとうございました。 

 また後期は、来る２月１６日の第３例会日に、

職業奉仕に関する卓話を予定しております。講師

の方は現在人選中ですので、ご期待ください。 

 

 

社会奉仕委員会    三宅健吉 委員長  
 

 

 社会奉仕委員会は会長・幹事の面白くて楽しい

ロータリー活動を実現する為に３つの委員会が

一体となって活動してまいりました。 

地域社会奉仕委員会では８月１８日後藤委員

長を中心に、ボランティアの素人手品師２人と会

員３０数名とともに岡芹会員のご協力を頂き特

別養護老人ホーム「安誠園」を訪問致しました。     

また、この事業が本庄ケーブルテレビの協力で

地域福祉活動に取り組む姿が放映され、本庄ＲＣ

の活動への理解につながったと思います。 

１１月１０日には２回目の訪問として「トマト

村」を訪ね入所者の方々に大変喜んで頂きました。   

３回目の訪問先として本日２時より「シャロー

ム」へ訪問いたしますので、ご出席ご協力お願い

いたします。 
４回目の日程は決まっておりませんが「寿楽

園」を予定しております。これらの訪問先に付き

ましては、いつも加藤パスト会長にご紹介いただ

いておりまして御礼を申し上げます。 

また、恒例の楽市に参加いたしましたが会員の

ほぼ全員の方から沢山のご協力を頂き９２，６５

０円の売り上げとなりました。 

新世代委員会では３月１１日に予定しており

ます｢凧揚げ大会｣に向けて下山委員長が勢力的

に準備を進めて頂いておりますが、参加者も３０

０名を数える予定ですので一委員会の事業とし

てではなく、本庄ＲＣの一大イベントとして全会

員の皆様のご協力をお願い致します。｢凧揚げ大

会｣の詳細に付きましては、後日発表させていた

だきますのでよろしくお願い致します。 



アイバンク委員会は、献眼という崇高な奉仕活

動の理解を深めていただく為、地区役員の春山先

生と岡芹委員長を中心に献眼の必要性を素人手

品での施設訪問の際にビデオ放映などを行いＰ

Ｒ活動に勤めております。 

また、１２月１５日にはアイバンクの患者さん

を招き貴重な体験談の発表をさせて頂きました。

会員の皆様には是非、献眼の重要性についてお話

をしていただいたり、語る機会が有りましたら大

変有難いと思います。 

 社会奉仕事業の一環であります諸団体への賛

助金として、「山中杯中学校野球大会」を含め６

件で１２万円の支出を行いました。 

 

 

国際奉仕委員会    飯塚明男 委員長   
 

 

 １９７６年以後、１５名の本庄ＲＣの青少年交

換派遣学生がいます。８月２５日埼玉グランドホ

テル本庄に於いて「元青少年交換派遣学生を囲む

会」を開催しましたが、時期が悪かったのか１９

９５～１９９６年度派遣学生権田治美さんに出

席して頂いていろいろ身近な話しをしてもらい

交流の輪が広がりました。また、欠席された方か

らは写真、近況報告など寄せてもらいました。 

 １月１５日埼玉グランドホテル深谷で地区の

日豪青年相互訪問オーストラリアチーム歓迎会、 

１６日に本庄ＲＣ主催のジョン・アン団長夫妻と

団員２名(学生)を囲み日本文化を理解してもら

う為、和食、刀、日本舞踊など披露しました。和

気藹々の内に時間が過ぎていきました。 

 ２月２日の第１例会の時に、吉田博三(熊谷南)

地区国際奉仕部門委員長様の卓話を予定してお

りますので皆様の出席をお願いします。 

 派遣学生として８月をもってこちらの方から

中村 茜さんが派遣先のブラジルに行き、また反

対にブラジルからこちらの本庄ロータリークラ

ブにお世話になるということなので、第３６期派

遣学生候補生のカウンセラーとして巴会員にい

ろいろなところへ出席して頂いておりますので

ご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

素人手品施設訪問 
 
「シャローム」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
広聴広報委員会  中島高夫・杉山淑子・岩本英人・笠原 勝・西村賢次 

 

■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 
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