
国際ロータリークラブ第２５７０地区 第４グループ

ＮＯ４０－４３  第１９６０回例会   ５月 ２２日  ２００３年 ６月  ５日発行                

           国際ロータリー会長 ビチャイ･ラタクル   国際ロータリー第２５７０地区ガバナー 牛窪 栄吉   

      会長 梅村 孝雄、 会長エレクト 高井  和夫、 副会長 渋谷  修身、 幹事 小林 雅幸        

《本日の例会》 

 

 

 

 

 

 
 

 
点 鍾  午後12時 30分 

進 行  中島 高夫 ＳＡＡ 
ソング  ｢我らの生業｣斉唱 
来訪者  本庄警察署 

署 長 斉藤  紀美雄 様 
巡査長 小林 文夫 様 

巡査長 鶴見 宝弘 様 
 
 

会長挨拶・報告     梅村 孝雄 会長 

 今年度最大の行事、４０周年記念例会が、素晴らしい
内容で大成功の内に開催できました。実行委員会の皆様
本当にご苦労様でした。本庄ＲＣ全会員一丸となった時

の素晴らしい迫力を改めて認識致しました。会長、幹事
としてご参加いただきました全ての皆様に改めて御礼申

し上げます。ありがとうございました。 
 今回の成功のひとつとして司会の、田中さん神宮さん
のコンビを選んだ実行委員会の見識の高さには驚きまし

た。息がぴったりと合っており、夫婦コンビとして長年
にわたり生活を共にしていたのではと感じるほどでした。 

 各地からおいでいただいた牛窪ガバナーを初めとする
多くのＲＣ関係者には、翌１６日に開催され深谷東ＲＣ
２０周年記念祝賀会でお会いしましたが、式典、講演会、

祝賀会とも時間がたつのも忘れていたほど楽しかったと
口々に賞賛の言葉をいただきました。本庄ＲＣに対して 

のお祝いの言葉として多少お世辞があるかも知れません 

 
 
 

 
 

が、皆さんが喜んでいただいたことは間違いありません。
本庄ＲＣのＯＢの方々からは、記念例会に呼んでいただ
き、楽しい時間が過ごせました事に感謝の言葉を残して

帰られました。名誉会員の福島茂夫先生からも立派な感
謝状をありがとうと久し振りのニコニコＢＯＸ投入を楽

しんでおり、５０周年にも是非呼んでくれ、皆さんに宜
しくとの伝言が届いております。 
 

 
 

※本庄警察署員表彰 

 
 
・本庄警察署 小林 文夫 巡査長 様 挨拶 
 

 
これからも市民の皆様の安全に心がけて行きたいと 

思っています。 

  

卓   話 

   本庄警察署 斉藤 紀美雄 署長 様 
春山 茂之 パスト会長 

 



 
・本庄警察署 鶴見 宝弘 巡査長 様 挨拶 
 

 
身近な交番を目指して努力して行きます。 

 

 

 

幹 事 報 告     小林 雅幸 幹事 

・  来週は移動例会です。参加の方は、５月３１日 
１２：３０までに本庄市民文化会館駐車場にご集合

ください。６月５日は通常例会です。 
・  国際ロータリー日本事務局より、ロータリーレー

トの変更のお知らせが届いております。６月１日よ
り１ドル１１６円になります。 

・  秩父での合同例会及び川越での地区大会と先週

の４０周年の記念品をまだ持っていかれていない
方は本日お持ち帰りください。 

・  本庄総合公園での移動例会に参加された方は事
務局に写真が置いてありますのでお持ち帰りくだ
さい。 

・  Ｒ．Ｉ.よりザ・ロータリアンが届いております。 
・  会報が深谷・寄居・岡部の各クラブより届いてお

ります。 
・  例会変更のお知らせが、皆野長瀞・深谷・児玉の

各クラブより届いております。 
・  ぼらんてぃあにゅーすが届いております。 
 
 
 
＊有山 幸雄 埼玉りそな銀行 本庄支店長 挨拶 
 

 
この度は、皆様に大変ご心配をお掛けしました。これ

からは、今まで以上に積極的に皆様のお役に立てるよう

に努力していく所存ですので宜しくお願い致します。 

委員会報告 

 
★高井 和夫 会長エレクト 
 

 
５月１１日に狭山で地区協がありました。その時に

「書き損じはがき」のお礼の感謝状を頂きました。 
 

 
◆４０周年記念実行委員会  

竹中 俊吾 副実行委員長 
 

 
関根 貢実行委員長が本日欠席の為、先日の４０周の 

お礼を申し上げます。本庄クラブは、当日になると全員

一丸となれるクラブであると再度確認を致しました。皆
様の努力に感謝致します。 
 
 
 
卓  話 
 
・本庄警察署 斉藤 紀美雄 署長 様 
 

 
本年度県警の重点目標の一つは、「安全・安心のま 

ちづくり」です。本庄市内でも、窃盗、泥棒の過去最高

の被害報告が出ています。中でも窃盗が多発しています。   
そして、逮捕率も悪い。最近の傾向は、グループでの窃

盗が多くそれも外国人が実行犯の場合が多いのです。市 



 
内では、空き巣も最近多発しています。その防御方法と
しては、玄関だけでなく、窓にも予備の鍵を付けること

です。犯人は、鍵を開けるのに５分以上掛かる家には侵
入しません。また、犯人は侵入する家を物色するのに下

見をします。不審者を見つけたら声をかけるようにして
ください。そうすると、その付近には二度と来ません。   
この二点のことを実行するだけで空き巣は大分防げ

ます。 
 
 
・春山 茂之 パスト会長 
 

 
私の入会当時は、やはり出席が大変厳しくて驚きまし

た。その頃、先輩から、ロータリーは皆平等で上下がな

いところだと言われ少し安心しました。当時は、出席の
ため病院の開業時間を変更したり、代診の先生を頼んだ
りと試行錯誤を繰り返したものです。 
岡会長の時に、委員長をさせていただき「ロータリー

の森づくり」を実行しました。 
その後、関根会長の時に幹事を仰せつかり「新生児の

森づくり」も実行しました。 
会長の時は、高柳幹事に助けてもらい「ロータリーは

友だちづくり」をテーマに仲間をより多く増やすことを
心がけました。そのお陰で会員もこの年度に１４人増や

すことができました。 
最近では、退会者が目立つようになりましたが、ロー

タリーのステイタス性を自覚し折角入会できたのだから、

できるだけ長く続ける努力も必要ではないでしょうか。   
そして、皆で協力してより良い町づくりをしていこう

ではありませんか。 
 
 
 
ニコニコBOX委員会       入 利雄 委員 

（順不同・敬称略） 

宮前 洋一(秩父ＲＣ)  ４０周年祝賀会の席上で、は
からずもご挨拶をする光栄に

浴しました。 
石原 輝弥   記念式典では表彰していただき有難う

ございました。 

 
戸谷 清一   本庄ロータリークラブ創立４０周年お 

めでとうございます。放送は５月２４ 
日(土)、２５日(日)になります。 

八木 茂幸   本庄警察署長さん、交通規制係の小林 

さん、藤田駐在の鶴見さんご苦労様で
す。市民の安全の為よろしくお願いし
ます。 

（以下同文でご投入がありました。） 
春山 茂之・金子  弘・笠原  勝・高井 和夫・ 
野村 正行・松原 幹男・矢島 淳一・三宅 健吉・ 
佐藤 三郎・中島 高夫・古瀬 末雄・中村  孝・  
武井 包光・横尾 セツ・沼田 恵義・神宮 つぐよ・ 
入  利雄 
 
有山 幸雄   ご心配をかけて申し訳ありませんが

｢埼玉りそな銀行｣は元気です。 
岩本 英人   明日はデートに高崎まで出掛けます。

楽しく飲みたいものです。 
梅村 孝雄   今年度最大の行事、４０周年記念例会

が、素晴らしい内容で大成功の内に開
催できました。実行委員会皆様本当に
ご苦労様でした。本庄ＲＣ全会員一丸

となった時の素晴らしい迫力を改めて
認識致しました。会長、幹事としてご

参加いただきました全ての皆様に改め
て御礼申し上げます。ありがとうござ
いました。 

（以下同文でご投入がありました。） 
小林 雅幸 
 
戸谷 清一   ｢ケーブルテレビは街づくり。｣株主総

会を６月２７日に開催させていただき

ますので、ご出席のほどお願い申しあ
げます。 

井河 久昇   バイク納車ありがとうございました。 
渋谷 修身   本庄ロータリークラブ創立４０周年記 

念大会成功おめでとうございます。役 
員、会員の皆さんごくろう様でした。 

（以下同文でご投入がありました。） 
渋澤 健司・下山 正男・戸谷  丈・齋藤 清一・ 
狩野 輝昭・茂木  聡・飯塚 章治・境野 定次・ 
神宮 つぐよ・内野 昭八郎・黒岩 三雄 
 
橋本 恒男   先週はすみませんでした。 
渡辺  優   さわやかな天気に恵まれ気分もそう快 

になりますね。 
飯塚 明男   寒暖の日々が続きます、体に気をつけ

てください。 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
★ 出席委員会        矢島 淳一 委員長 

 
（内メーキャップ２０名） 
    

 
 

食事メニュー  ＳＡＡ 

        埼玉グランドホテル本庄 
 

 

 
予定表 プログラム委員会

 
月 日 担当・月間 内    容 

 
 ６月 ５日 

  グラブ協議会 
      会長、四大奉仕委員長 

 
 ６月１２日 

 

 
 

 

 グラブ協議会 
      会長、四大奉仕委員長 

 

 
 ６月１９日 

 

 
プログラム委員会 

卓話  
「政界百系」 森 陽一郎 氏 

 

 
 ６月２６日 

 

 
親睦活動委員会 

サヨナラパーティー 
（ＰＭ６：３０ 埼玉グランドホテル本庄） 

  

 

 
 

                   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

本日の投入金額合計￥４６，０００． 

 

会 員 数 

出席免除

会  員 

出席義務

会  員 

 

出席会員 

 

出 席 率 

 

９９名 

 

６名 

 

９３名 

 

６９名 

 

70.8％ 

 

6月12日  洋食（弁当） 
   Ａ チキンのロースト・カレー風味  

    Ｂ 牛肉のロースト・カレー風味 

    鯛のスープ、帆立貝の軽いスモーク、温泉玉
子(老神)と茄子のお浸し、サーモンのグリ

ル・季節野菜添え、御飯 

 
6月19日  和食（定食） 

    Ａ 冷しうどん、豚ロース竜田揚げ 
    Ｂ 冷し蕎麦、掻き揚げ 
    御飯、香の物 

 

 
6月26日  サヨナラパーティー  

クラブ会報委員会    
三宅 健吉、高橋 誠一、近藤 伸侑、田中 克、福島 正美、巴 高志、 
並木 孝幸、渡辺  優 

 
■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  〒367-0041 本庄市駅南2－2－1 
  TEL 0495－22－7522   FAX 0495－22－3571   E-mail honjorc@themis.ocn.ne.jp 

  ホームページ http://www.globals.jp/hp/HRotary/index.html 


