
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本日の例会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
進 行  近藤伸侑 SAA サブ 
点 鐘  午後 12 時 30 分 野村正行 会長 
ソング  「我等の生業」「四季の歌」 

 
  

会長の時間  野村正行 会長 
 

 新入会員のご紹介をい 

たします。 
今日から仲間入りしま

す岩堀経理事務所税理士

岩堀 薫様です。 
8 月も７日が立秋、お盆

も終わり早や中旬も過ぎ

ようとしています今日こ

の頃ですが、この夏に日本

の激震が起きています。皆様詳しく言わなくても

お解かりかと思います。この暑さも今暫くと思い

ます。お互いに元気で乗り切りましょう。 
８月４日のガバナー公式訪問のさいには、ご協

力により滞りなく済みました。お礼を申しあげま

す。 
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超我の奉仕 

報告事項 
・ ガバナー野中弘之様より、公式訪問につい

てクラブ宛に会員の皆様から温かい歓迎

を頂き、感謝の意をお伝えくださいとのお

礼状が届いています。 

 
拡 大 増 強 月 間 

 
 卓話「拡大増強月間に向けて」 
   笠原 勝 拡大増強副委員長 
会員卓話 

西村賢次会員・坂本雄一会員 
 

施設訪問「特別養護老人ホーム安誠園」 
 

・ 社団法人埼玉県視力障害福祉協会より、第

20 回サウンドテーブルテニス大会にご協

力を賜ったことの礼状が届いています。 
・ 8 月 10 日付、社会福祉法人本庄社会福祉協

議会より平成 17 年度社会福祉協議会会費

の協力依頼がクラブ宛に来ています。特別

会員であります。会費金 50,000 円です。 
・ 8 月 4 日付、ロータリー米山記念奨学会よ

り達成クラブ表彰について、本庄クラブが

寄付累計額 3千万円達成クラブとして推奨

され、感謝状を贈呈する旨の書面が届いて

います。 
 
連絡事項 
・ 8 月 4 日付、地区米山奨学部門より、10 月

米山月間に卓話の企画をするクラブで、卓

話者の派遣を希望するクラブは、8 月 26
日迄に書面で返送する旨、確認の書面が届

いています。 
・ 8 月のプログラム・スケジュールは会員増

強及び拡大月間であります。拡大増強委員

会笠原 勝副委員長より報告があります。 
・ 8 月 11 日地区開催の職業奉仕部門研修会

に出席した職業奉仕委員会笠原 勝委員長

より報告があります。 
・ 8 月 25 日の夜間例会は、国際奉仕委員会に

よる交換留学生をお迎えし、話し合いの催

しをします。多数の出席をお願いいたしま

す。詳しい説明は担当委員会よりあります。 
・ この例会終了後、特別養護老人ホーム安誠

園に於いて、2 時より素人手品高齢者施設

訪問を行いますので、出席をお願いいたし

ます。尚、案内等については社会奉仕の担

当委員会より説明があります。 
 
 



 
幹事報告  温井一英 幹事 
 

  
 
先日のガバナー公式訪問

では大変お世話になりまし

て有難うございました。 
 
 
 
 

・ 本庄市ボランティアグループ連絡会から市

長との懇談会のお知らせが届いています。 
・ 第４グループ各クラブの年度計画書及び

会報が届いています。数が多いので、事務

局に預けてありますので、必要な方は見て

ください。 
・ 全日本ロータリークラブ会員名簿の CD が

届いています。必要な方は事務局にありま

すので申し出ください。 
・ 会員入会推薦の申し込みが来ております。 

今泉憲治さん、山田龍男さんです。 
・ 素人手品施設訪問で今日はお世話になり

ます。宜しくお願いします。 
 
 
入会式 
 
小此木利明 ロータリー情報副委員長 

 
 岩堀 薫さんの入会に

あたり会員選考、分類、

理事会を無事通過し、晴

れて今日入会となりま

した。推薦者は佐藤賀則

会員と横尾セツ会員で

す。 
本庄市 3319-185 にお

住まいです。最終学歴は

中央大学商学部卒業です。昭和 55 年関東信越国

税局に就職され、その後、岩堀経理事務所へ入ら

れました。今年 4 月本庄税理士会支部長になられ

ました。家族構成は奥様と子供 3 人さんです。趣

味はアウトドアとのことです。 
 
佐藤賀則 会員 
 岩堀さんの紹介を頂きましたのが、横尾セツさ

んです。私と岩堀さんは同

じ歳です。青年会議所 OB
でも交流があり、このたび

の入会を大変うれしく思

います。どうぞ宜しくお願

いいたします。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
岩堀 薫  新入会員 

 
 皆さんこんにちは。朝

日町で税理士事務所を

開業しております岩堀 

薫です。どうぞよろしく

お願いいたします。入会

にあたりまして一言ご

挨拶申しあげます。 
 私は深谷市に生まれ

育ちまして、学校は群馬、東京と、仕事では転勤

が多く平成 4年から本庄市でお世話になることが

出来ました。いろいろな方に恵まれ、お蔭様で仕

事をさせて頂いております。 
この度、横尾さん、佐藤さんにご紹介頂き入会

させて頂き感謝しております。これからもよろし

くお願いいたします。 
 
新入会員歓迎の言葉  野村正行 会長  
 
岩堀 薫さんは、あなたの職業における指導者

であると我々ロータリアン仲間が信じ、また、ロ

ータリーの要綱を解釈され、これからあなたが交

わる人々にそれを伝えるに最も優れた心を持ち

備えていることを示しているため、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、あなたは当クラブにおいて、あなたの

職業に関して我々に与える価値は、当然のことな

がらあなたを通じて我々に与えられます。まず、

奉仕の機会として知り合いを広めてください。 
 次に事業を高めること、業務の認識を深めるこ

と、これらを通じて社会奉仕するためにその業務

を品位あらしめること。 
 あなたがその人格と奉仕活動を通じて体験す

ることにより、地域社会はロータリーを知り、判

断することになります。 
 我々は、あなたが本庄ロータリークラブを代表

してもらえる人物であると信じるため会員とし

てここにお迎えします。 
 また、ロータリーの親睦の力で心よりあなたを

支援していきます。 
 
 
 



 
委員会報告 
 
 
三宅健吉  社会奉仕委員長 
 

 野村・温井年度の念願の事

業であります素人手品を伴

っての施設訪問ですが、ご案

内の通り安誠園で本日午後 2
時から実施いたします。 
今日現在 23 名に参加の連絡

を頂いております。ご協力誠

に有難うございます。 
 本日は本庄ケーブルテレビが撮影に見えます

ので、1 人でも多くの参加をお願いいたします。 
本年度は今日の他、あと 2 回予定しております。 
 
 
 
笠原 勝 職業奉仕委員長 
 
 8 月 11 日に熊谷流通セ

ンターで第 1回職業奉仕セ

ミナーが開催されました。 
約 70 名の参加で、浅田部

門委員長の挨拶がありま

した。 
 職業奉仕とは自分の職

業を一生懸命して、自分の

職業に奉仕してから社会に奉仕すると言うこと

が基本であると思いました。 
グループ討議の中、岡部 RC は毎例会 RI テーマ

「超我の奉仕」を発表し、また、「４つのテスト」

を歌うそうです。10 月は職業奉仕月間ですので、

当クラブでも「４つのテスト」を歌いたいと思い

ます。 
職業奉仕とは、自分の職業に奉仕して地域社会

に奉仕することが結論でした。 
 
 

 
飯塚明男  国際奉仕委員長 
 

来週 8 月 25 日(木)夜間例

会で「元本庄青少年交換学生

を囲む集い」を施行したいと

思います。 
以前 2570 地区の本庄 RC

より派遣した学生をお招き

し、卓話をお願いする予定で

す。 
形式的な内容はなるべく短くし、お互いの交換

する場を多く設けたいと思います。出席を宜しく

お願いいたします。 
 
 

 
 
 
横尾セツ  雑誌記録委員長 
 

 今年度雑誌記録委員長

を務めさせて頂きます横尾

です。どうぞ宜しくお願い

いたします。 
 ロータリアンには三つの

義務があるといわれており

ます。 
一つ目は会費を納入する。

二つ目は例会に出席する。 
三つ目はロータリーの雑誌を読むという事であ

りますが、私達大先輩であります戸谷 丈会員、

石原輝弥会員、沼田恵義会員そして本日入会され

ました岩堀 薫会員と共に雑誌の紹介をしてゆき

たいと思いますので、宜しくお願いいたします。 
 ロータリーの友 8 月号横組の方から、超我の奉

仕の輪を広げるという事で RI 会長メッセージの

中で、ロータリアンの数はアメリカ、日本、イン

ドの三つの国だけで世界の全会員の半数を占め

ており、日本はその 2 番目に多いという事には驚

きました。 
 8 月は会員増強及び拡大月間ですが、毎年会員

数が減っている地域もあり、退会防止が非常に重

要になって来ていると言うことです。 
 次に 13 ページに「私がロータリーに魅力を感

じたとき」というテーマで、数名のロータリアン

が感想を述べております。 
 35 ページ 52 ページ迄基本的なロータリーの教

育、すべての会員により良く理解してもらい、ロ

ータリアンであることを誇りを持って貰う為の

基礎知識が書かれております。 
 縦書きの 19 ページ友愛の広場で「93 歳の私と

ロータリー」という題名で、歳を取ると同年輩や

周りの人も次第に亡くなって孤独になっていく

例会に出席しても卓話は補聴器を使っても良く

聞こえないし、だんだんつまらなくなってしまっ

た。そんな状態であるが、楽しみがまだ残ってい

る。それは若い人達の元気な姿に接する事と、ロ

ータリーの友を手にする事である。第一例会で配

布されると二日間で目を通すことにしている。そ

れ故、日本は勿論、世界中のロータリーの動きが

解ると同時に、必ず一つや二つ、はっと思うよう

な記事に接することがある。これが私の至福の時

で、これがあるからロータリーは辞められない。 
 孤独に陥りやすい老人にとってロータリーの

友は非常に魅力であり、楽しみであるとロータリ

ー歴の長い氏にとって、こんなに生き甲斐となっ

ている「ロータリーの友」是非とも皆様にもご愛

読して頂きますよう宜しくお願い申しあげます。 
 
 
 
 



 
 
ニコニコボックス 渋澤健司 委員長 
              (敬省略) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
拡大増強月間、皆で楽しく取り組みましょう 

(同文にてご投入頂きました) 
 
西村賢次 巴 高志 渋澤健司 武井包光 
中島高夫 坂本雄一 佐藤賀則 下山正男 
渋谷修身 橋本恒男 古瀬末雄 矢島淳一 
笠原 勝 三宅健吉 田中 克 内野昭八郎 
春山茂之 町田国彦 江原栄一 戸谷 丈 
萩原達夫 福島文江 石原輝弥 高橋福八 
岩本英人 中村 孝 
 
 
 
加藤玄静 
 お盆も終わり、公式訪問が再開いたします。 
 
 岡芹会員、先日は高校生ワークキャンプで大変

お世話になりました。 
 
野村正行 温井一英 
 素人手品施設訪問よろしくお願いいたします。 
 
横尾セツ 塚越 茂 小此木利明 
 岩堀さん御入会おめでとうございます。 
 
岡芹正美 
 安誠園の手品の訪問、大変お世話になります。 
 
藤井 仁 
 本年度の夏は大変暑く商いが良くなりまし

た？ 
 
岩本英人 
 先晩は本庄南ロータリークラブへメークアッ

プに行ってきました。 
 
立石秀寿 岡崎正六 金子 弘 
大変暑い日が続きますが、身体に気をつけて元

気に明るく頑張りましょう。 
 
本日のニコニコ合計 ４０，０００円 
 
 

 
 
 
出席報告   金井直樹 委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
メーキャップ数 5 枚 

 
欠席届者 
 
井河久昇 梅村孝雄 斉藤清一 小此木昭二 
杉山淑子 関根 貢 高柳育行 沼田恵義 
野口光大 野澤章夫 山本道彦 横尾弘明 

 
 
  
 
矢島淳一  プログラム委員長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本日は 3 名の方に卓話をお願いいたします。 

今月は拡大増強月間という事で本日は笠原 勝

副委員長にお願いいたします。 
西村さん、坂本さんにもロータリーに入会しての

感想、自己紹介、会社案内等、本日お話を頂きた

いと思います。 
 
 
 
 
 
 

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

  

75 名 6 名 

 

69 名 

 

52 名 

 

82,6％



 
卓 話 
 
「拡大増強月間にむけて」 

笠原 勝 拡大増強副委員長 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
野口委員長が本日都合により欠席のため、急遽

代行させて頂くことになりました。 
7 月 23 日に第 1 回クラブ奉仕セミナーに野口

委員長の代理で出席して参りました。その時の資

料を基にお話させて頂きます。 
私が入会しました頃は退会防止という言葉は

あまり聞かれませんでした。現在は会員増強より

退会防止がいかに重要であり、今年度は特に退会

防止に力を入れていく事です。優れた会員の退会

を防止することは、新会員の入会と同じように重

要である。このためには「人の心を引きつける力

を持っているクラブ」だと思います。 
 

1. 社会的地位に関係ない対等な人間関係を作り

出す。 
2. クラブ運営は常に会員に意向を探り尊重する。 
3. 社会的視野を広め、見識を高める卓話を行う。 
4. 会員同士と家族の交流を通じて、親睦信頼を

深める。 
5.  出来れば一業一種の制度をいかし、職業上の

交流を深める。 
6.  趣味を通じて交流を深める。 
 
過去 10 年間に 56 クラブの 96～97 大館年度は

2872 人だったのが寺山年度 2806 人、本塚年度

2703 人、梅沢年度 2540 人、高橋年度 2423 人 
小池年度 2330 人、牛窪年度 2216 人、高山年度

2201 人、橋田年度 2121 人、野中年度 2080 人と

この 10 年間 792 人減少しております。この数字

は年初の数字で、橋田年度は年初 2121 人で、新

入会員を 113 人増やしていますが、退会者が 154
人で、マイナス 41 人となっています。 
如何に退会防止が重要であるかと言うことです。 
 クラブ広報活動を活発にして会員増強につな

げる。ロータリークラブがなんであり、何をして

いるのかを一般の市民に知ってもらい、理解を深

めていただくことが会員増強につながります。会

員が地域活動に参加している姿を広報すること

で、ロータリーのメッセージを知る人々」が増え、

成果をあげることが出来ると、地区の研修を受け

て参りました。 

 
 
西村賢次 会員 

 
 
入会して約 2 ヶ月が経ち、

感じたことをお話させて頂

きます。 
これだけの異業種の方々

がお集まりになって、素晴

らしい活動をされていると

おもいます。 
各委員会の組織がしっか

りされていて、個々の方が自覚を持って運営され

ていると感じました。 
皆さんが非常に前向きに取り組んでいらっし

ゃると感じ、このような素晴らしい会に入会させ

て頂き、有難く本当に感謝しております。 
10 年程前に「あいだみつお」さんが書かれた「お

かげさま」と言う本があります。 
自分 1人では何も出来ない、必ずどなたかの「お

かげ」と言う影響があって今、自分がそこに居る

という本です。 
私もずっとそのような気持ちを持って、自分が

今居ることに感謝しながら過ごして参りました。 

ロータリークラブに入会させて頂いて、自分だけ

でなく、皆さんにいろいろなところで奉仕できる

こと、これが「おかげさま」に繋がってくる気が

いたしました。 
 
 
坂本雄一  会員 

 
皆さんこんにちは。 
ロータリークラブに

入って 2 ヶ月が経った

訳ですが、未だに名前

と顔が一致していない

のが現実です。一日も

早い内にクラブ会員の

名前と顔を一致させた

いと思っています。 
それには、何と言ってもまずはクラブの主催す

る行事には 100％に限り無く近くなる出席を心掛

けて行きたいと思います。 
また、本庄クラブに入って気が付いた事は、ク

ラブ会員の皆さんが非常に心温かい人達なので、

ホッとしました。そして、せっかく月々お金を払

っているのだから異業種の方々との交流を大切

にして勉強をして行きたいと思いますので、宜し

くお願いいたします。 
最後に少しだけ会社のコマーシャルをさせて

ください。 
今年の秋に三菱自動車の再生の第 1弾として新

型車が 2 車種発表発売になりますので、何卒よろ

しくお願いいたします。 
 
 



 
 
 

素人手品施設訪問 
 

特養老人ホーム安誠園 

 
 
  

 
 
 
 
挨拶  野村正行 会長 

 
 

皆さんこんにちは。お元気

の様子で何よりと思います。 
さて、今日は安誠園にお邪

魔しましたのは、本庄ロータ

リークラブが、地域社会に密

着した奉仕活動の一環として

ロータリアンの出席のもとに

素人手品施設訪問に参りまし

た。 
この事業訪問には、本庄市、本庄市社会福祉協

議会の後援を頂いています。 
また、ケーブルテレビに放映されます。ロータ

リーの友に投稿し、掲載されます。地方新聞「ひ

びき」に掲載されます。 
どうか皆さん、ビックリ、オモシロク、大いに

楽しんでくだされば、幸いです。 
どうぞよろしくお願い申しあげます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

挨拶  高橋福八パストガバナー 
 

みなさんのように長生

きすることは子孫への最

高のプレゼントです。 
「あの家は長命な系統だ」

と云われれば孫達の縁談

も有利に運びます。 
 是非もっともっと元気

で長生きしてください。 
「笑う門には福来る」笑顔

は病気を追い払い若返ります。 
 今日の手品を見て大いに笑い、又、面白くなく

ても笑えば益々元気になりますよ。 
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