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《本日の例会》 

 

 
 

  
 

 
点 鍾  午後12時 30分 

 進 行  渋澤 健司 ＳＡＡ 

 ソング  「我らの生業」斉唱 
 来訪者  派遣候補学生   五十嵐 一貴さん 

 
 
 

会長挨拶・報告 会長代理 小此木 利明 副会長 

 

 
 

まずはお客様の紹介をいたします。派遣学生の五十嵐

一貴君です。後ほど記念品をお渡ししお話をいただきた
いと思います。 
本日も元気な顔で例会出席ありがとうございます。毎

日うっとうしい天気が続いていますが梅雨明けも近いと
思います。明けると暑い夏です、体調に十分気をつけて

ください、健康が出席率のアップにも結びつくと思いま
す。また、高井会長の病気が一日も早く回復することを
願うものでもあります。 
さて８月９日に行われるインターアクトクラブの年 

次大会の件につきまして、昨日本庄東高校へ協同奉仕委 
 

 
 
員長の野村さんといって来ました。時代と共にインター
アクト自体もその活動に変化が生じてきています。機が
熟しましたら卓話の形で野村委員長に発表してもらいた

いと思います。新年度になり地区から研修・会議等の連
絡が大変多く入っています。７月１２日にクラブ奉仕部

門のセミナーが坂戸文化会館で午後１時から５時まで行
われます。ロータリー情報委員長の内野さん、会員増強
委員長の金子さんと私で行ってきます。同日に職業奉仕

の研修会があり、職業奉仕委員長の立石さんが出席予定
です。７月２７日米山の委員長会議が坂戸であり、米山

奨学会委員長の渋谷さんにお願いしてあります。８月２
日ロータリー財団の会議があり、ロータリー財団委員会
の八木副委員長が出席予定です。このように会議がめじ

ろおしになっております、皆様のご協力をお願いします。 
また本日１１時３０分より臨時の理事会を開きまし

た。内容は高井会長の健康に関する件、その他でござい
ます。後ほど幹事のほうからお話があると思います。 
さらに今日は例会終了後、クラブ協議会がございます。

四大奉仕委員長の皆様よろしくお願いします。ありがと
うございました。 
 
 
 

幹 事 報 告         斉藤 清一 幹事 

 

 

 
本日出席のパスト会長さん幹事さんにお願いがあり 
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ます。例会終了後、ご報告いたしたい事がありますので
急で申し訳ありませんが少しお時間をいただきたいと思

います。 
・ 会費納入について 

  現金の方は本日から受け付けます。7月中に納入を 
お願いします。 

・ 今月の最終例会（７月３１日）は８月３日が親睦旅

行のため振り替え休会となります。 
・ 年度計画書に訂正があります。野澤 章夫さんの自

宅の電話番号です。後日訂正版を配布します。 
・ 岡部ＲＣから、年度計画書及び会報が届いています。 
 
 
 

 来 訪 者 

 
◆五十嵐 一貴さん挨拶  
   

 
 
僕はブラジルへ行くのですが、はっきり言って不安で

す。でもこれをしたいあれをしたいという欲求が不安を
うわまっています。ひとつひとつがんばってゆきたいと
思います。応援よろしくお願いします。 

 
 

 

委員会報告 

 
★プログラム委員会      高柳 育行 委員長 
 

 

 
前年度「本庄を知ろう」というテーマで本庄の歴史・

文化・その他のすばらしいプログラムのもとで卓話をい

ただきました。 
来年春には本庄早稲田駅の開業、国体の開催、坂東大

橋の開通等が予定されており、合併についての法定協議
会も開催されています。そのような中で一つのテーマと
して「本庄市の現状と将来」ということで本庄市の将来

について卓話を企画したいと思います。 
二つ目として創立４０周年をへて次の５０周年に向

け元気でなければロータリーを続けられないと思いから
「私の健康法」ということで会員からの卓話をお願いす
ることにしました。ご協力をお願い致します。 
三つ目として高井会長より依頼のありました３分間

スピーチを実施したいと思います。多くの退会者が出た

こともあり、まず参加することが大切であると思いまし
た。日頃出席していただけない会員の方にも是非近況を
お話していただく機会を作って、ロータリーに参加する

意識をもっていただくようにしたいと思います。 
会員皆様に関心をもっていただけるテーマで、参加い

ただけるプログラムを企画したいと思います。ご協力を
よろしくお願いいたします。 
 

 
 

★親睦活動委員会        佐藤 賀則 委員 
 

  

 
移動例会のご案内 
テーマ：「みんなで行く、真夏の夜空に奏でる、

音と光の交響学 長岡花火大会」 
日 時：８月３日（日） 

       １５：００ 本庄発  
２４：００ 本庄着（予定） 

まだ人数に余裕がありますので、皆様のご参加を

お願いいたします。 
 
 
 
 
 



★雑誌委員会         石原 輝弥 委員長 
 

 
 
「ロータリーの友」の紹介をいたします。この冊子は

大きく分けると表表紙と裏表紙とに分けることができま
す。表表紙はロータリーの記事です。 
７月号は２００３－０４年度ＲＩテーマ、ＲＩ会長メ

ッセージです。裏表紙はいわゆる肩のこらない記事です。

新ＲＩ会長のふるさとの紹介、会員からの投稿記事など
です。 
現在の読書率は８％と非常に低いので、今後多くの皆

様に読んで頂けるようご協力お願い致します。 
 
 
 

卓  話 

  ・戸谷  丈さん 
 

 

 
ロータリー創立１００年記念準備委員会の報告をい

たします。ロータリー創立１００周年とは１９０５年つ
まり明治３８年、日本では東郷 平八郎元帥が日本海で

イギリス製の戦艦三笠に乗って、ロシアのバルチック艦
隊を全滅させて大勝利に酔っていた時期です。その頃ア

メリカのシカゴでは著しい社会経済の発展の陰で商業道
徳が欠如し、お互いに信頼できる公正な取引をしその付
き合いがそのまま交友関係にまで発展するような仲間を

増やしたいという趣旨で、ポールハリスが三人の仲間と
２月２３日に誕生させたのがロータリークラブです。そ

れから１００年が経って世界１６６カ国三万一千余りの
クラブ、１２２万人の会員を擁する会となりました。 
３年後に創立１００年となりますのでそのお祝いを

するというもので、本部であるＲＩからその準備をする

ようとの要請がありこのクラブから私が指名されてこの
会合にさる６月２３日に出席しました。会場は川越の地
区事務所で牛窪氏が主催しました。委員は全クラブから

会長経験者１名で委員長に大館パストガバナーが指名さ
れ任期は２００５年までです。 
記念事業としては、 
１. 記念式典は２００５年度深谷で行われる地区大

会で、正田ガバナー主催で行われる。 
２. ＲＩの要望事項（目標） 

（１）会員１人当たり１００ドルの財団推進 
（２）会員を１５０万人に増強する（本庄では２

０人） 
（３）クラブの記念事業は、２００４、２００５

年の奉仕事業に１００周年の表題を付け
る 

（４）その他１００周年記念誌の販売、ポスター
作文の募集、２００４年の大阪大会に参加
要請 

私はこの会議出席前に理事会に私の考え方を申し上
げておきましたが、概ねそのようになっていると思いま

すが複数年度にまたがることでありますので、当クラブ
の委員として梅村パスト会長、高井会長、加藤会長エレ
クトを委員としてお願いします。詳細につきましては公

式訪問等でガバナーと相談して進めればよいと思ってお
ります。 
 次に出席免除について申し上げます。このクラブの定
款８条に「ロータリー歴と年齢の合計が８５以上で、出
席免除の希望を書面をもって幹事に通告し、理事会が承

認すれば出席規定は免除される」「その会員の欠席もクラ
ブの出席率の算出に会員数に含まれない」「その出席も欠

席も出席率の算出に使わない」とあります。私は入会以
来例会は出席するものと考え、第３代の福島 茂夫会長
の時に出席委員長として全員年間１００％の出席を記録

して表彰されました。今このクラブの状況は私の常識で
は考えられません。私も高年齢であり生身の体ですから

欠席して皆様にご迷惑をかけてはいけないと考え事前に
８条の申し出をしたいと準備しましたところ２４名もの
方々が同意していただき通告しました。もちろん届出を

しても全員資格は変わりませんし、できるだけ出席して
ロータリーを楽しみたいと思っております。歴代の出席

委員長のご苦労に少しでも助力できればと思った発想で
す。ご質問があれば後で詳細に説明いたします。 
先日、元海軍航空隊員の会合がありました。その時「あ

と何年かであの世で特攻で散った彼等と会うことになる
が、何と言ったら良いのだろう」としみじみとした話が 
でました。終戦直前先に特攻に出発する戦友に「必ず後
に続く」と激励しましたが、終戦になり私達は残されて
しまいました。終戦の時「先発の者達に申し訳ない」「生

き残った以上こんな悲惨な戦争は命をかけても絶対に許



さない」「この国を美しく楽しい国にする為に余生を捧げ
よう」と誓い合ったものです。幸い復興はできましたが
最近の日本は国に命を捧げた先輩達に胸を張って語れる

状態でしょうか。ロータリーの場でいろいろな批判は避
けますが、その基本は日本人としての敬神崇祖・家族の

団欒等が忘れ去られ荒れ果てております。その基本は教
育です。余生は幾許もありませんができる限り、筋の通
った毎日を過ごして行きたいと思います。今後ともよろ

しくお願いいたします。 
 
 
 

ニコニコBOX委員会      藤井  仁 委員 

 

 
（順不同・敬称略） 

髙橋 福八   小此木会長代行よろしくお願いします。 

        頑張ってください。 
金井 澄雄   高井会長さんの病が一日も早くなおり 

ますようにご祈念申し上げます。 

斉藤 清一   戸谷  丈さん本日は卓話よろしくお
願いします。 

橋本 恒男   高井会長の一日も早い回復を祈念して。 
（以下同文でご投入がありました。） 

小此木 利明会長代行 

杉山 淑子   高井 和夫会長、斉藤 清一幹事おめ 
でとうございます。一年間よろしくお 

願い致します。 
（以下同文でご投入がありました。） 

古瀬 末雄・梅村 孝雄・中島 高夫・野村 正行・ 

田中  克・戸谷  丈・春山 茂之・石原 輝弥・ 
温井 一英・渋谷 修身・岩渕 富男・中村  孝・ 

岡芹 正美         
 
笠原  勝   ７／７号のかわら版『こだま』を持っ

て参りました。読んで頂ければ幸いで
す。 

近藤 伸侑   長岡花火８／３日みなさん参加しまし 
ょう。 

松原 幹男   出席委員より出席確認の電話を戴きま 

した。御苦労様です。 

岩本 英人   明晩はてんぐ茶屋で美しい女性方と飲
む会をやります。 

小林 雅幸   前年度の会報をＣＤで配布しておりま

す。ご利用ください。 
下山 正男   長岡の花火出席ありがとうございます。 

三宅 健吉   高井会長早く元気になられますようお
祈り致します。 

（以下同文でご投入がありました。） 

立石 秀寿 
戸谷 清一   新世代委員会です。一年間お世話にな

ります。 
茂木  正   国際奉仕委員会です。一年間お世話に

なります。 

狩野 輝昭   クラブ奉仕委員会です。一年間お世話
になります。 

高柳 育行   プログラム委員会です。一年間お世話
になります。 

茂木  聡   クラブ会報委員会です。一年間お世話

になります。 
（以下同文でご投入がありました。） 

野澤 章夫 
藤井  仁   ニコニコ委員会です。一年間お世話に

なります。 

小此木 昭二  職業分類委員会です。一年間お世話に
なります。 

佐藤 賀則   親睦委員会です。一年間お世話になり
ます。 

渋澤 健司   ＳＡＡ委員会です。一年間お世話にな

ります。よろしくお願い致します。 
笠本 孝一   ロータリーに出席できました。 

 
 
 

 
 

 
 
 

出席委員会         近藤 伸侑 委員長 

 

 

本日の投入金額合計￥４３，０００． 



 

 
（内メーキャップ１８名） 

 

 
 

 

クラブ協議会 

 
★クラブ奉仕委員会       狩野 輝昭 委員長 
 

 
  
本年度は会長方針の会員増強５％以上を目標として

達成努力をします。楽しく充実した親睦活動のもとに、
リラックスした夜間例会、会員の情報交換もできる３分

間スピーチなどを行い出席率向上をめざしてゆきますの
でよろしくお願いいたします。 
 
 
 

★職業奉仕委員会        立石 秀寿 委員長 
 

 
   
厳しい経済環境の下ではありますが、職業を通じて地

域社会に奉仕できるよう努力し、会員相互の情報交換交
流を密にしてゆきたい。 
また、中学生の体験学習の受け入れを会員の皆様にお 

 

 
願いいたします。１年間よろしくお願いいたします。 
 
 
 

★社会奉仕委員会        加藤 玄静 委員長 
 

 
 
 各委員会での事業計画がありますが、年間を通じて福
祉問題を協議し高齢化社会の対応を考え、ボランティア

精神を養いロータリー活動に取り入れたい。 
また新世代の問題、広域合併なども取り上げながら、

時には例会・公開例会等で研修会を開催したいと考えて
おりますのでよろしくお願いいたします。 
 

 
 

★国際奉仕委員会        茂木  正 委員長 
 

 
 
現在多くの外国人達が居住している中で、国際社会と

地元との交流が図れるよう、地域社会が国際化に対応で

きる機会をもてるよう、ロータリークラブから発信して
ゆきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

会 員 数 

出席免除

会  員 

出席義務

会  員 

 

出席会員 

 

出 席 率 

 

８７名 

 

６名 

 

８１名 

 

７２名 

 

89.0％ 



 

予定表 プログラム委員会 
 

月 日 担当・月間 内    容 

 

７月１７日 
 

 

プログラム委員会 
 

 

「私の健康法」  
古瀬 末雄さん 
 

ロータリー情報について 
   ロータリー情報委員会 内野 昭八郎 委員長 
 

 
７月２４日 

 

 
プログラム委員会 

 

 
社会奉仕委員会 

 
３分間スピーチ 
   岡芹 正美 さん  渡辺  優さん 
 
本庄市の現況と将来 
  －今なぜ合併かー 

    卓話 本庄市参与 田島 一久様 
 

 
７月３１日 

 

 
 

 

親睦活動委員会 

  
振替休会 

  

移動例会 
８月３日（日） 
「みんなで行く、真夏の夜空に奏でる、音と光の交響学 
長岡花火大会」 

 

 

８月 ７日 
 

 

 会員増強・拡大月間 
 

 
 

 

プログラム委員会 
 

 

  

会員増強委員会 
    金子  弘 委員長 
拡大委員会 

    鈴木 学也 委員長 
 

「私の健康法」  
 金井 澄雄さん 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

クラブ会報委員会    
巴  高志、茂木  聡、三宅 健吉、野澤 章夫、小林 雅幸 
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