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《本日の例会》 

 

 
 

  

 
 

 
点 鍾  午後12時 30分 

 進 行  藤井 仁 ＳＡＡチーフ 

 国歌斉唱 君が代 
 ソング  ｢奉仕の理想｣斉唱 

 来訪者  本庄市ジュニアサッカ－連盟  
島野 賢次さん 

青少年交換学生 ルドゥミラさん 

 
 

 

会長挨拶・報告     梅村 孝雄 会長 

 皆さん今日は。暫くぶりの例会場にての例会です。御
出席戴いている会員の皆さんの元気なお顔がそろってる

のを見ていますと元気が沸いてきます。私たちの年度に
残された時間は少なくなりましたが全力を挙げて、残さ
れている行事を遂行して行きますので、今まで以上の御

協力をよろしく御願い致します。 
本日のお客さまを御紹介いたします。本庄ジュニアサ

ッカー連盟会長島野健治様とお馴染みのルデイさんです。 
４月は様々な公式行事がありましたが、５日に行われ

た秩父ＲＣ主催の合同例会、桜吹雪の予定が、本物の猛

吹雪には吃驚しました。その中で秩父ＲＣの設営には尊
敬のエールを送りましたら、ガバナー補佐と会長から丁

重な感謝の言葉が帰って来ました。近年に無いシンプル
な地区大会が１２日、１３日に川越にて開かれました。 
１２日には私と小林幹事、地区役員の方々が参加しまし

た。１３日には大勢の会員に御出席いただき有難う御座 
 

 
 

 
 
 

いました。バスで行った関係で最後の加藤登紀子コンサ
ートまで堪能してきましたが、それぞれに地区大会を楽 

しんで戴けたと思います。次年度も多くの参加を御願い 
致します。１７日には、素晴らしい天候の下、大勢の会
員に集まっていただき、新装なった本庄シルクドームに

て三年来の継続事業であった、本庄総合公園への金子み
すず歌碑建立の贈呈式が行われました。八木社会奉仕委

員長、竹並環境保全委員長により茂木本庄市長あて、無
事贈呈していただきました。内野,春山年度の関係者、及
び歌碑の作成にご苦労戴いた野口さん、原稿を書いてい

ただいた戸谷丈さんに改めて御礼申し上げます。２４日
に行われた、今年度夜間例会のテーマ身近な国際交流に

は大勢の外国籍の方に御出席いただきました。多少なり
とも国際親善に役に立ったのではないかと無いかと自負
しております。 

５月１日に開催された、創立４０周年記念ゴルフコン
ペ大盛況でした。第４グループのロータリアンだけでな

く本庄ライオンズクラブ、ＪＣと１００名に近い参加者
で盛り上がりました。成績は本庄ＲＣの圧勝と言う事で
めでたい限りです、準備いただいたゴルフ部の皆さんに

はご苦労さまでした。 
来週は、今年度最大の行事であります本庄ＲＣ創立４

０周年が開催されます。準備を始めてからかなりたった
様な感覚がありますが、来週になってしまいました。 
実行委員会の方にお任せっきりで申し訳御座いませんが、

多くの来賓、お客様がいらっしゃいます。クラブ全員で
お迎えしなければ、お客様に失礼に当たります。詳しく

は実行委員会より御話しがありますが、来週はクラブ全
員総力を挙げて対応しましょう。 
今月の夜間例会はありません。３１日と１日に掛けて

親睦旅行を企画しました。現在４０数名の参加予定でい 
 

 
卓   話 

 関根  貢  パスト会長 
 内野 昭八郎 パスト会長 



 
ささかさびしい数字ですが予定どおり行いたいと考えて
おります。詳しくは親睦委員会より発表いたします。 

 
◆理事会報告 

残念な事ですが高橋脩也さんが体調不良につき退会
の申し出があり本日承認されました。 
会員の移動が有りました。沖電気の移動で、小林一成

さんから沼田恵義に変りました。入会式を行います。 
 

 
 
※本庄ジュニアサッカーへ助成金の贈呈 
  
・社会奉仕委員会   八木 茂幸 委員長 
 

 

 
本庄市ジュニアサッカー連盟ではロータリークラブ

名を冠した大会を開催したり、助成金で指導員を養成し
子供達に指導を行っており本年も引き続き助成金を贈呈

することになりました。 
 
 
・お礼の言葉 

本庄ジュニアサッカー 島野 賢次さん 
 

 
 
昨年度に引き続き助成金を頂き感謝申し上げます。学

校で土曜日が休みとなり余暇の使い方が問題となりまし
た。 
サッカーをとおして子供達に勝つ楽しさ、負ける悔し

さ、真っ当する気概そんなことを教えて参りたいと思っ
ております。本日は有難う御座いました。 
 

 

来 訪 者 

 
◆ルドゥミラさんスピーチ 
 

 
 

４月２９日から渋沢さんの家に変りました。１０人家
族の中で楽しく過ごしております。カラオケやメールの
お陰で高校の文化祭を楽しむことが出き、もっと友達の

輪を広げていきたいです。 
 

 
◆ホストファミリー 渋澤 健司さん 
 

 
  
ルデｲーの近況をお話させて頂きます。日本の食事が

美味しいので４キロ太ってしまったと自転車でダイエッ

トしているようです｡私どもの子供とも仲良く遊んでく
れたりしています、また自身の生活でも真面目で規則正

しい生活をしており、私どもも楽しい時間を一緒に過ご
させて頂いております｡ 
 
 
 

幹 事 報 告     小林 雅幸 幹事 

・  親睦委員会でお渡しした誕生・結婚祝いのお食事

券ですが今年の６月３０日までにご使用ください。 
・  秩父での合同例会及び川越での地区大会の記念

品を参加されなかった方はお持ち帰りください。 
・  親子絵手紙教室に関して一般の方から激励のお

葉書を頂きました。 
 



 
・  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。 
・  ガバナー事務所より地区大会のお礼状が届いて

おります。 
・  会報が本庄南・皆野寄居・伊勢崎・深谷ノースの

各クラブより届いております。 
・  例会変更のお知らせが、岡部・寄居・本庄南の各

クラブより届いております。 
 
 
 

新入会員入会式 

・進 行 ロータリー情報委員会 春山 茂之 委員 
  予てよりご報告しておりました新入会員の入会式

を執り行います。 
 
 
・推薦者 岡崎 正六さん 
 

 

 
小林さんに替わり沖電気工業株生産サービスカンパ

ニーの総務部長の沼田 恵義さんです。昭和３６年２月
２日生まれの４２歳で４月から初めての単身赴任で家族

は４人、趣味は音楽鑑賞、特にカラオケは抜群です、ス
ポーツはテニスとのことです。 
 
 
沼田 恵義 新会員挨拶 
 

 

 
４２歳の若輩者ですが、諸先輩がたにご指導を頂きな

がらクラブの活動の中で皆様と親しまさせて貰い少しで

もお役に立ちたいと思います｡住まいはさいたま市です
が、一度本庄に住んで見たくて泣く娘を振り切って単身

で赴任してまいりました。今後とも宜しくお願い致しま
す。 
 
 
・会長 

沼田さんには国際奉仕委員会の中の世界社会奉仕委
員会に所属していただきます。 

 
 
 

誕 生 祝          渋澤 健司 委員 

石原 輝弥、春山 茂之、金沢 喜作、野村 正行、 
岡芹 正美、竹中 俊吾、飯島 憲司、渋澤 健司、 
加藤 玄静、内野 昭八郎、金井 直樹 

 

 
 
 

野村 正行さん代表挨拶  
 

 
 
誕生祝をしていただき有難う御座います。古希を迎え

これからも人生を頑張りたいと思います。今後とも宜し

くお願い致します｡ 
 

 

結婚記念日祝           

 阪上 清之介、巴  高志、江原 栄一、友岡 康浩、 



 
加藤 玄静、岡芹 正美、福島 正美、横尾 弘明、 
佐藤 敬一、中村  孝、境野 定次、渋谷 修身、 

関口 雅之、関根  昇、金井 直樹 
 

 

 
 

巴  高志さん代表挨拶 
 

 
  
記念日で２０年を迎えます。この位の期間を経ますと

逆に新鮮味を感じており、これからも二人の生活を大切
にしてゆきたいと思っております｡ 
 
 
 

委員会報告 

 
◆４０周年記念実行委員会  

高柳 育行 記念誌委員長 
 

 
 

記念誌の原稿ご協力有難う御座いました。写真撮影を
２時まで行っております｡  
 

 

 
◆４０周年記念実行委員会  加藤 玄静 事務局長 
 

 
 
４０周年の最終打ち合わせについてご報告いたしま

す。当日１２時に集合し、食事後全体の打ち合わせ後、

１時より集合写真を撮ります。尚、会員は統―のネクタ
イとバッチを着用しネームプレート、タスキは事務局が

用意しておきます｡記念例会ですのでＳＡＡ、ニコニコボ
ックスは設置してください。詳細については資料を参照
して頂き自分の役割を確認しておいてください。 

 
 

 

卓  話 

 
・紹 介 プログラム委員会  佐藤 賀則 委員長 
   

 
 
本日は歴代会長卓話シリーズです。関根  貢さん、

内野 昭八郎さんにお願い致します。 
 
 
・関根  貢 パスト会長 

 

 
 

 



 
３２代目の会長を勤めさせていただきました、皆様の 

御協力有難う御座いました。 

４０周年記念式典を全員でやっていきたいと思いま
す。今回の準備には事務局長の加藤さんや事務方の皆さ

んに大変頑張っていただきました。会員の皆様にもお礼
申し上げます。式典は４０年間の歴史、３０年間から４
０年の１０年間の歴史、そしてこれからのロータリーの

発展、飛躍を願って立派にやり遂げたいと思っておりま
す。 

来年古希を迎えますがロータリーと共に年老いた感
じです。ロータリーに入って感銘を受けたのは何を言っ
ても良い会なのだから言いたいことを言いなさい、だけ

ど通るとは限りませんが、また入会した時から会長にな
る資格が出来ているんだからそのつもりで行動しなさい

よとの言葉です。 
ロータリーの定款細則は試行錯誤を重ねた結果大変

分厚くなっておりますが、規則に縛られることなく色々

なバリエーションを作って良いと思います。ロータリー
の奉仕は慈善団体の奉仕とは違い自分自身の中に奉仕の

気持ちを持ち考え、実行し、定着させ行政に協力させ落
ち着いたら次の奉仕に移るのが良いといわれております。   
年度の事業としては社協に井河さんの協力でヘルパ

ー用のバイク５台を寄贈したこと、春山幹事の発想で新 
生児の森に植樹を行政と市民と三者で行ったことが意義

ある行動として評価されました。 
世界の窓月間では狩野ビルの一階を借り大型テレビ

でロータリー活動を放映しアジアゾーンで最優秀賞を受

賞をいたしました。 
旅行では阪神淡路大震災が１月に発生し、後に似サリ

ン事件が起きた時期に横浜のランドマークタワーに泊ま
ったことです。 
どの事業も春山幹事のお陰でいい仕事が出来、いい旅

行が出来た年度でした９年前を振り返り皆様に厚く御礼
申し上げます。 
 

 
・内野 昭八郎 パスト会長 

 

 
 
ロータリークラブに昭和５０年４月に入会しました 

 

 
が竹馬の友の竹並さんがいましたので大変心丈夫でした。 
あるとき、創立会長の富田さんに呼び止められロータ

リークラブに入会したらロータリアンらしい行動を取ら
なければ駄目だと言われた慈愛に満ちた言葉が忘れられ

ません。 
その後人生修行のつもりでやっておりましたが仕事

の都合で出席できなくなりやめようと思った時期があり

ましたが、ロータリアンの友情と思いやりに支えられ今
日までやってこれたことに感謝しております。 

事業については岡崎幹事に大変お世話になりました。 
高橋ガバナー年度に会長になり大変勉強をさせてい

ただきました、また例会上の変更をあさひ銀行さんに強

く求められ６月から準備に掛かり９月の第２例会よりこ
の会場に移ることが出来ました。 

合同ＩＭ例会日本の伝統と文化を楽しむ会には１０
７名が出席し大成功に終わりました。その勢いに乗って
４月２８日の地区大会も成功裏に終わりましたこと、偏

に幹事、役員、そして皆さんの御蔭であると感謝してお
ります。 

これからは今までの借りを返すべく少しでもお役に
立ちたいと思っております。 

 

 

ニコニコBOX委員会       田沼 正 委員 

（順不同・敬称略） 
山本 道彦   歴代会長スピーチ、関根 貢さん、内 

野 昭八郎さん、春山 茂之さん卓話
ありがとうございます。 

（以下同文でご投入がありました。） 

有山 幸雄・横尾 弘明・戸谷  丈・田中  克・ 
境野 定次・古瀬 末雄・入  利雄・橋本 恒男・ 

中村  孝・佐藤 敬一・三宅 健吉・佐藤 三郎・ 
立石 秀寿・矢島 淳一・岡崎 正六・小此木 利明・ 
富沢  理・佐藤 賀則・岡芹 正美・小此木 昭二・ 

茂木  聡・横尾 セツ・高井 和夫・神宮 つぐよ・ 
福島 文江・八木 茂幸・中島 高夫・田沼  正・ 

小林 雅幸・梅村 孝雄 
 
沼田 恵義   新入会員でございます。(沖電気)宜し 

くお願い申し上げます。 
梅村 孝雄   ４０周年ゴルフコンペでは、たいへん

お世話になりました。お陰様で、たの
しいゴルフができました。 

（以下同文でご投入がありました。） 

 



 
石原 輝弥 
 

高井 和夫   次年度理事会を本日例会終了後１:３
０よりグランドホテル７階ローズルー

ムで予定しております。役員･理事皆さ
んよろしくお願いいたします。 

（以下同文でご投入がありました。） 

齋藤 清一 
 

笠原  勝   ５／５号のかわら版『こだま』を３０
部持ってまいりました。読んで頂けれ
ば幸いです。 

岩本 英人   ５月４日、大人の日、夜遅くまで二人
で楽しみました。 

藤井  仁   ４月１７日移動例会のお食事を有りが
とうございました。 

町田 国彦   ４０周年ゴルフコンペでは、良きパー

トナーに恵まれ楽しいゴルフができま
した。本庄ゴルフコンペでは優勝させ

て戴きました。 
春山 茂之   ４０周年ゴルフコンペで１９位、クラ

ブコンペで３位、シニアの部で優勝さ

せていただきました。ありがとうござ
いました。 

高柳 育行   創立４０周年記念誌の原稿ではご協力
いただきありがとうございました。 

近藤 伸侑   ５／２秩父札所、３４番寺まで、廻り

終り長野善光寺で仕上がりました①お
願いの心②つぐないの心③身代わりの

心です。 
下山 正男   ４０周年ゴルフコンペでは、良きパー

トナーに恵まれ楽しいゴルフができま

した 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
渋谷 修身   ４月にニ男が結婚しました。 
渋澤 健司   ルディーがホームステイで勉強ガンバ

ッテいます皆様よろしくお願いします。 
竹並 栄一郎  ４０周年ゴルフコンペでは、たいへん

お世話になりました。お蔭様で、たの
しいゴルフができ、３位になりました。 

野村 正行   今日の誕生日で古稀となりましたので。 

野口 光大   ５月１日４Ｃ会コンペで優勝いたしま
した。 

関根  貢   スピーチ、やらせて頂きます宜しく御
願いします。 

戸谷 清一   佐藤さん、今日は、写真ありがとうご

ざいます。 
内野 昭八郎  ニコニコＢＯＸ委員会の皆様、ごくろ

うさまです。 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

★ 出席委員会         岡芹 正美 委員 
 

 
（内メーキャップ１３名） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の投入金額合計￥５９，０００． 

 

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 

 

７９名 

 

80.8％ 

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 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


