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《本日の例会》 

 

 
 

  

 
 

 
点 鍾  午後12時 30分 

 進 行  橋本 恒男 ＳＡＡチーフ 

（ＳＡＡ渋澤 健司、田沼  正、江原 栄一、
飯島 憲司） 

 

 

   

今年は健康増進法が制定されました関係上試験的 
に禁煙例会としてみます。 

これについて今後皆様のご意をお寄せ下さい。 
 
 

国歌斉唱 君が代 
 ソング  ｢奉仕の理想｣斉唱 

 来訪者  青少年交換学生    ルジミラさん 
 
 

 
 

 

 
※バッジの交換  

梅村直前会長・小林直前幹事 
  小此木会長代理・斉藤幹事 
 

 

 

 

 
 
 

★梅村 孝雄 直前会長 
 

 

 

高井 和夫 新会長の方針発表 
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皆さんこんにちは。ここに立つとまた挨拶しそうです。

旧年中はいろいろとありがとうございました。新年度の

高井会長も大変そうですが、一会員として応援したいと
思います。 

 
 
★小林 雅幸 直前幹事 

 

 

  

一年間大変お世話になりありがとうございました。今
はだいぶ気が楽になりました。齋藤幹事はこれから大変

だなと感じております。 
本日旧年度の会報一年分をＣＤにして皆様にお配り

しました。何かにお役立て頂ければと思います。 

 
 

 

会長挨拶・報告 会長代理 小此木 利明 副会長 

 

 

  

皆さんこんにちは。お忙しいなかでの高井年度が始ま
り最初の例会です。このように多数の方々の出席でスタ

ートできたことに厚く御礼申し上げます。 
高井新会長はエレクトを踏まえ、本日の船出の例会を

楽しみにしていたわけでありますが、例会開始前に齋藤

幹事よりお話があったように、健康を害して出席できま
せん。大変残念なことです、一日も早い回復を待ち望む

しだいです。そのようなわけで急遽私が会長代理の重責
を担ったわけでございます。この例会を通しまして皆様
のご理解を得られるよう務めたく思っております。 

  

 
新会長が常々話されていることを述べさせていただ

きます。本年度は時代背景を踏まえて、無駄と無理のな

い奉仕活動を通じてクラブ内の充実を図ってゆきたい。
また今年はとりたてて大きな行事のない年度ですので、

親睦に力を入れ会員相互の理解を深めてゆきたいと話さ
れておりました。私も側近の一人として全面的に協力し
てゆくつもりです。 

この新年度、会員の皆様のご協力と暖かいご理解をどう
ぞよろしくお願い申し上げます。簡単ではありますが会

長代理の挨拶とさせていただきます。 
 
 

 
◆理事会報告          斉藤 清一 幹事 
 
・ 理事の補充として、ニコニコＢＯＸ委員長の笠原 

勝さんが承認されました。 
・ 狩野 輝昭さんの副会長が承認されました。 
・ 境野 定次さんの退会が承認されました。（６月２７

日の退会届） 
・ 金沢 喜作さんの退会取り止めが承認されました。 
 
 
 
◆会長基本方針         高井 和夫 会長 
           （代読者 斉藤 清一 幹事） 
 本庄ＲＣ２００３年～０４年奉仕活動に関する私の考

え方 
「価値有る 奉仕活動を」 
会長挨拶 
 本年度会長に指名戴き身に余る光栄で有り又その責任
の重大さを感じて身の引き締まる思いでございます。ま

だまだ 浅学非才で有りますが、未熟ながら一生懸命努
力して参りますので、宜しくご協力の程お願い申し上げ

ます。 
 
会長方針 
  ＲＩ会長ジョナサンＢ．マジィアベ氏は、テーマと
して「手を貸そう」「Ｌｅｎｄ ａ  Ｈａｎｄ」を提唱

され、文化、民族、宗教の異なる全ての人々に手を差し
伸べようと呼びかけております。又、年度の高山ガバナ
ーは、オープン・マインド、心を開いて、手を開いて・・・

こぶしではなく握手を求めて下さい。と呼びかけており
従って社会の人々に手を貸し、又、手を差し伸べ奉仕す

る事こそ真の「価値有る 奉仕活動」と考えます。 
 当グラブに付きましては、前年度創立四十周年記念式
典も無事終えて、これから更に（五十周年）に向けて、 
 



 
先人が培って来た伝統を引き継ぎ少しでも、地域社会の
為に貢献できればと考えております。 
 今から９８年前１９０５年その頃経済恐慌で人心の荒 
れすさんでいたアメリカ社会、特にシカゴの状態を憂え

た青年弁護士ポールＰ．ハリスが３人の友人と語らって
２月２３日に第一回の会合を開いたのがロータリーの誕
生と有り、持ち回りで各自の事務所で集会を開いたと有

ります。 
 現在私たちを取り巻く経済環境の不況内容は、違いが

有るとはいえ平成の経済恐慌で有り各企業とも大変苦慮
している事と思います。その厳しい経済情勢を鑑みて「無
駄なく、無理のない」方法で意義有る奉仕につながれば

と考えております。 
又、会員の減少により予算等の見直しも必要に成って

参ります。大変厳しい環境の中でえてして誰しもが奉仕
活動から離れやすくなりがちで有りますが私たちの指名
は地域社会に対して奉仕する事に有り汗をだして何か世

の中の為に成る事こそ価値が有ると考えます。 
 今から次年度の話で恐縮ですが、次年度は国際ロータ

リー１００周年にあたり大きな節目の年で色々な意味を
込めあらゆる面で再編成されて見直しの時期が来るかも
知りませんし、経済も含んで良い年に成る事を期待して

おります。 
 クラブ運営に付きましては各委員会全て大事で有りま

すが、クラブ奉仕の要で有り基礎と成る親睦委員会を重
点にして近隣クラブとの交流合同例会等も含めて、会員
同志の一層の親睦を計れる用夜間例会は、リラックス例

会として情報の交換趣味を楽しみ色々の知識を得て貰い
クラブ内の活性化を重点に会員同志の意志の疎通を計り

親睦を重ねて楽しいロータリーにすることにより出席率
の向上につながればと思っております。 
 ニコニコＢＯＸに付きましては、従来有りました基準

表を再び使わして戴きその通りでなくて目安として投入
して戴きたい。事業計画書には一昨年と同じに収入に乗

せて有りますが使用はあくまでも奉仕活動に使います。 
 増強に付きましては、退会防止に心がけ５％以上の増
強を目標にしていきたいと思います。 
 対外的な委員会は自主制を重んじ職業奉仕は自らを通
して社会に奉仕してもらい、社会奉仕は地域の発展に寄

与してもらい、国際奉仕は国際親善のプログラム等に参
加地区目標の新設委員会（ロータリー家族委員会）も含
め本年度の奉仕活動を推進して行きたいと思います。 
まだ他の委員会も申し上げれば良いのですが時間が

有りませんので割愛させて戴きます。 
 どうか全会員の皆様の絶大なるご指導ご協力をお願い
申し上げまして一年の任期を努めたいと思っております。 
 
 

 

 来 訪 者 

 
◆ルジミラさん スピーチ 

   

 
   
最後の二ヶ月はとても早かったです。日本に来て五ヶ

月になったとは思えません。来週新しい家族の家に行き
ます。おねえさんが二人いるので楽しみにしています。    
でも渋澤さんのご親切は忘れません。赤ちゃんと小学

生がいるから家はいつもにぎやかでした。渋澤さんと一
緒に何度かドライブに行きました。楽しかったです。お

ばあちゃんはとてもおもしろい人です。みきおばさんも
いい人です。 
日本の天気は変わっていると思います。冬はとても寒

かったのに今はとても暑いです。サウナみたい。ブラジ
ルの夏も暑いけど湿度が日本よりも低いです。 

ブラジルのロータリーは今年で８０周年を迎えます。
ブラジルのロータリーと日本のロータリーが友達でよか
ったと思います。日本人留学生はブラジルに来て歓迎さ

れたように、ブラジル人留学生も日本に来て歓迎されて
います。そしてこのブラジル国旗を本庄ロータリークラ

ブに贈ります。ありがとうございました。 
 
  
 

幹 事 報 告         斉藤 清一 幹事 

 

 

 
１年半のエレクト期間、自分なりに心の準備し、今日

を迎えることになりました。皆様全員のご協力いただき、 
 



 
１年間頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いい
たします。 
年度計画書 

・ 訂正がありましたら、申し出てください。 
・ 境野 定次さんの退会の申し出が、急なため印刷さ

れています。（８７名） 
・ ガバナー方針により、定款・細則が巻末に印刷され

ています。 
事務局員の仕事の分担 

・ 山口 京子さん→庶務全般 
・ 真下 恵美子さん→経理関係 

会費の納入 
・ 引き落としの会員は、７月１０日を予定しています。 
・ 現金の会員は、７月１０日から受付します。 
・ 必ず７月中に納入を済ませてください。 
・ 皆野長瀞ＲＣ、上里ＲＣから年度計画書が届いてい

ます。 
・ 皆野長瀞ＲＣ、上里ＲＣから会報が届いています。 
 
 
 

誕 生 祝          下山 正男 委員長 

金井 澄雄、齋藤 清一、矢島 淳一、江原  栄一、 
橋本 恒男、杉山 淑子、中村   孝、山本 道彦 

 

 

 
 
杉山 淑子さん代表挨拶  
 

 

 
これからも、清く正しく美しく生きてゆきたいと思い 
ます。 

 
 

結婚記念日祝           

 小林 雅幸、飯塚 明男 

 

 

 
 
小林 雅幸さん代表挨拶 

 

 

 

しっかりと女房を大事にしてゆきたいと思います。 
 

 
 

委員会報告 

 

★ＳＡＡ           橋本 恒男 チーフ 
 

 



  
本年度の基本方針は、会場監督の職務は秩序正しく、

品位のある、しかも能率的な例会が行えるよう努める。    

また、来訪者及び来賓に良い印象を与えるよう努めるで
す。本日はじめにお伝えしたように、今年は試験的に禁

煙例会としてみます。これについて今後皆様のご意見を
お寄せください。 
事業計画として、夜間例会は前期を五州園、後期を埼

玉グランドホテルで行い、飲み物代は実費精算といたし
ます。また夏の７・８・９月はノーネクタイでよしとす

る。いずれにせよ一年間皆様のご協力をお願い致します。 
 
 

★親睦活動委員会       下山 正男 委員長 
 

 
 
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） 
参加費：会員 ５，０００円  

同伴者（大人）７，０００円  
子供（小学生以下）５，０００円 

ふるって大勢のご参加をお願いいたします。 

 
 

◆事務局（２名）、エレクトーン奏者に賞与贈呈 
 
 
 

ニコニコBOX委員会      笠原  勝 委員長 

 

 

 
（順不同・敬称略） 

武井 包光   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。） 
髙橋 福八・竹並 紀松・八木 茂幸・竹並 栄一郎・ 
飯島 憲司・戸谷  丈・茂木  聡・井河 久昇・ 

岡崎 正六・横尾 弘明・三宅 健吉・竹中 俊吾・ 
渋谷 修身・沼田 恵義・矢島 淳一・野口 光大・ 

田沼  正・渋澤 健司・小林 雅幸・古瀬 末雄・ 
入  利雄・野澤 章夫・江原 栄一・岩渕 富男・ 
佐藤 賀則・杉山 淑子・関根  貢・阪上 清之介 

 
梅村孝雄ほか理事役員一同  昨年度、私たちに対する暖

かいご声援に心から感謝
申し上げます。高井、斉藤
年度のスタートおめでと

うございます。 
高井 和夫   会長として１年お世話になります、よ

ろしくお願いします。 
斉藤 清一   幹事として１年お世話になります、よ

ろしくお願いします。 

加藤 玄静   会長エレクトとしてお世話になります。 
萩原 達夫   幹事エレクトです、よろしくお願いし

ます。 
小此木 利明  微力な副会長ですがよろしく御指導と

協力の程とお願い致します。 

黒岩 三雄   今年もよろしくお願いします。 
内野 昭八郎  今年度、情報委員長としてお世話にな

ります。よろしく御協力をお願い致し
ます。 

狩野 輝昭   本年度理事をつとめさせていただきま

す、一年間よろしくお願いします。 
岩本 英人   １年間副会長をさせて頂きますよろし

くお願い致します。 
高柳 育行   プログラム委員長として一年間お世話

になります。 

金井 澄雄   今度の理事をおおせつかりました、よ
ろしくご協力をお願い致します。 

立石 秀寿   本年度職業奉仕委員長、地区財団委員
をお世話になります宜しくお願い致し
ます。 

下山 正男   親睦委員長としてよろしくお願い致し
ます。 

橋本 恒男   今年度ＳＡＡです。１年間宜しくお願
い致します。 

笠本 孝一   今年度、広報委員会です。１年間がん

ばります。 



  
近藤 伸侑    出席委員会です。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。） 
岡芹 正美         

 
中島 高夫   地域発展委員会です。一年間お世話に

なります。 

中村  孝   世界社会委員会です。一年間お世話に
なります。 

佐藤 敬一   環境保全委員会です。一年間お世話に
なります。 

田中  克   記録委員会です。一年間お世話になり

ます。 
巴  高志   クラブ会報委員会です。一年間お世話

になります。 
石原 輝弥   雑誌委員会です。一年間お世話になり

ます。 

鈴木 学也   拡大委員会です。一年間お世話になり
ます。 

野村 正行   協同奉仕委員会です。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。皆様のお力をお貸し下さい。 
横尾 セツ   ニコニコボックス委員会です。一年間

お世話になります。 
後藤 芳生   ロータリー財団委員会です。一年間お

世話になります。 

金井 直樹   親睦委員会です。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。） 
石原  修 
 

渋谷 修身   米山委員会です。一年間お世話になり
ます。 

笠原  勝   ニコニコＢＯＸ委員会です。一年間お
世話になります。 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
飯塚 明男   新年度の最初です。今年度１年体に気

をつけてガンバリましょう。 

 
 

 
 
 

 
 

 

出席委員会         近藤 伸侑 委員長 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

本日の投入金額合計￥２６５，０００． 

 

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 

 

５８名 

 

73.0％ 

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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