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《本日の例会》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４：００ ｢受付開始｣ 

 

 

１４：３０ 「第一部：式典」会場：３階ロイヤルホール 

                ＳＡＡ 藤井  仁  

総合司会 式典委員会副委員長 田中  克  
アシスタント 式典委員会 神宮つぐよ 

 

 
エレクトーン奏者 大沢佳代子様  

 
点鐘           本庄ＲＣ会長 梅村 孝雄 
開会     副実行委員長(３６代会長) 竹中 俊吾 

 

斉唱  国歌｢君が代｣ 
ロータリーソング｢奉仕の理想｣      

ソングリーダー(新狭山ＲＣ)  小久保富雄様  
物故会員追悼   成就院住職(本庄ＲＣ) 立石 秀寿 
歓迎の挨拶   実行委員長(３２代会長) 関根  貢 

 
 
挨拶           第４０代会長 梅村 孝雄 

皆様には、ようこそ彩の国北の玄関、本庄にお出で

いただきました。このような晴れがましい席から、４
０代目の本庄ロータリークラブ会長として御挨拶させ

て戴くと言う素晴らしい機会を与えてくれた本庄クラ
ブの皆様に感謝いたします。私の人生の中でも大変に
名誉ある事と感激しております。 

   本日は、「奉仕の友と４０年」をテーマに第１９５９
回例会を、本庄ロータリークラブ創立４０周年記念例

会として開催の御案内を差し上げましたところ、関根 
貢記念例会実行委員長の御案内のとおり、第２５７０
地区ガバナー牛窪栄吉様を始めとした多くの友情溢れ

るロータリアンの方々、本庄市長茂木稔様ほか日頃よ
りロータリー活動に御理解いただいている、地域各団

体の方々には、ご多用中のところ又足元が悪い平日の
木曜日にも拘わらず御臨席賜り有難う御座います。本 
庄ロータリークラブ会員一同を代表して心から御礼申し 

 

 

本庄ＲＣ創立４０周年記念例会 

 



 
上げます。私たち本庄ロータリクラブは創立以来本日を 
もって４０周年を迎える事が出来ました。今までのそれ 

ぞれの周年事業は輝かしい実績を持っており、諸先輩の 
残された偉業に関しては敬意を表すのみです。 

創立１０週年では、児玉ロータリークラブ。 
創立２０周年では、上里ロータリークラブ。 
創立３０周年では、本庄南ロータリークラブ創立を記念

事業としてスポンサーしてまいりましたが、今回は昨今
の経済状況やその他諸般の事情により、地域経済の活性

化に役立つと思われる新幹線新駅、本庄早稲田駅に対し
ての建設基金への寄付を重点事業として実行いたしまし
た。 

この１０年間の奉仕活動状況については、この後発行 
される記念誌にて詳しく発表されますが、それぞれの年

度で個性溢れる地域に密着した奉仕活動が実行されまし
た。その中でも、特に２０００年～０１年の高橋福八ガ
バナー輩出時における、地区大会その他事  業は印象

に残る物があります。我がクラブとして、多少は自慢し
ても良いと思われる事業があります。それは青少年交換

派遣、受入学生事業です。始めは１９７６年でしたが、
１９８７年より２００３年の１７年間の内１３年間に合
わせて２６名の学生のお世話をすることが出来ました。

３月の夜間例会にその同窓会を企画しましたが、世界各
国に散らばる受入れ、送出しのした当時の学生やホスト

ファミリーから、感謝の言葉に溢れたＦＡＸやメールが
８通、そして当日の出席していただいた１０名のローテ
ックス方々のスピーチは青少年派遣事業に対する素晴ら

しい賛辞の言葉に溢れており、このような同窓会を開催
いただき大変 

有難たく感謝です。このような有意義な催しは、是非継
続的に企画してくださいと強く要望されました。各クラ
ブに於かれましては、交換学生の受入れ、送り出しには

難色を示すキライがありますが、元派遣学生ローテック
スを例会の卓話に呼んでいただきその体験談を聞けば、

この事業の素晴らしさが理解できると思います。 
さて、４０年前総人口４０，９９８名の本庄市で、勇 

気ある３１名の有志が集まり地区１３番目として創立さ

れた我が本庄ロータリークラブですが、現在の本庄市の
人口は６０，９６６名で会員数は９９名を数えておりま

す。各クラブにおいてロータリー活動は曲がり角に来て
いると言われておりますが、本庄クラブにおいても様々
な問題を抱えてはおります。 

しかしながら本庄市の将来は、新幹線新駅本庄早稲田 
駅を含めての交通の要衝としての地の利、早稲田大学と

の連携、そして未来と田園が織りなす生活交流拠点の創
造をテーマとした将来都市構想を計画しており、明るい
未来に向けての展望は開けております。 

 

 
本日を次の５０周年に向けて明るいスタートの時

として、お集まりいただ来ました皆様の前で『地域に 

生きる奉仕活動を実践する本庄ロータリークラブ』と
してより一層の奉仕活動にまい進する事を宣言いた

します。良き奉仕活動こそ真のロータリアンの求める
道です。「温故知新」新しき道を会員一同一丸となっ
て進む覚悟です。 

本日御臨席いただいた全ての皆様には、今まで以 
上の御支援と御協力を御願い申し上げます。 

結びになりますが,各クラブの益々の御発展と御臨 
席戴きました皆様の御健勝と弥栄を御祈念申し上げ
御挨拶とさせて頂きます。有難う御座いました。 

 
来賓紹介       本庄ＲＣ幹事 小林 雅幸 

来賓挨拶        本庄市長 茂木  稔様 
第２５７０地区ガバナー(川越ＲＣ)  牛窪 栄吉様  

 
 

スポンサークラブ 熊谷ＲＣ会長 八木橋宏純様 

 
 
第２５７０地区パストガバナー代表 

(深谷ＲＣ)  福島 良治様 

 
 
記念事業発表目録贈呈 

副実行委員長(３８代会長) 内野 昭八郎 
本庄市へ上越新幹線本庄早稲田駅建築募金として 
金一封贈呈 

 



 

 

本庄市社会福祉協議会へホームヘルパー用 

バイク２台贈呈 

  
 

国際Ｒ第２５７０地区へロータリー財団基金として 

金一封贈呈 
米山記念奨学会基金として金一封贈呈 

 
 

本庄市ボーイスカウト本庄団へ活動資金として 
金一封贈呈 

 
 

感謝状・表彰状・記念品贈呈 
総務委員長(４１代会長エレクト) 高井 和夫 
スポンサークラブ熊谷ＲＣに対して 

感謝状(記念品)贈呈 
本庄市自治会連合会に対して感謝状贈呈 

会員並び関係者へ感謝状・表彰状・記念品の贈呈 
閉会    副実行委員長(３７代会長) 江原 栄一  
点鐘          本庄ＲＣ会長 梅村 孝雄 

 

＊ ｢第二部：記念講演会｣  

司会  記念講演委員長 萩原 達夫 

開会       記念講演副委員長 狩野 輝昭 
講師紹介 副実行委員長(３５代会長) 小此木昭二 

   演題「米山 梅吉翁一代記」 
              講談家 宝井 馬琴師 

 

 
謝辞   副実行委員長(３５代会長) 春山 茂之 

 閉会        記念講演委員会 藤井  仁 

 
 

＊｢第三部祝賀会｣  

司会 実行委員会事務局 佐藤 賀則 

アシスタント 実行委員会事務局 金井 直樹 
  開会   パスト会長(１２代会長) 戸谷  丈 

  挨拶        本庄ＲＣ会長 梅村 孝雄 
    本日は長時間に渡りお付き合いいただき有難う

ございます。挨拶よりは、本庄ロータリークラブ

誕生、産みの親４０年前の３１名のチャーターメ
ンバーの中で,唯一人現役で元気に活躍している、

福島茂夫先生を御紹介いたします。先生は、埼玉
県医師会長として長年活躍され、全国区選出の元
参議院議員としても全国的に本庄を代表する人物

です。本庄ロータリークラブ名誉会員として長年
にわたり貢献いただいたことに対して、感謝状を

差し上げます。 
感謝状贈呈 

本庄ＲＣ名誉会員(創立会員) 福島 茂夫様 

来賓祝辞  
本庄商工会議所会頭パストガバナー  

(本庄ＲＣ) 髙橋 福八様 
     国際第Ｒ２５７０地区第４Ｇガバナー補佐 
             (秩父ＲＣ) 宮前 洋一様 

     埼玉県議会議員 (本庄南ＲＣ)竹並 万吉様 
本庄市議会議長       山口  薫様 

祝電披露 
鏡割り 
ガバナー 牛窪 栄吉様 Ｐガバナー 福島 良治様   

Ｐガバナー 金子 千侍様 Ｐガバナー 寺山 栄一様   



Ｐガバナー 梅沢 定彦様 Ｐガバナー 小池 英輔様  

(25代会長) 竹並栄一郎様 (27代会長) 境野 三郎様  

(29代会長) 金井 澄雄様 (30代会長) 古瀬 末雄様  

(33代会長) 井河 久昇様 (34代会長) 佐藤 三郎様  

 

 

乾杯 国際第Ｒ２５７０地区第ガバナーノミニー 

           (深谷ＲＣ) 正田 秀雄様 
（懇 親 会） 

祝い締め  
第一の〆 上里ＲＣ(創立20周年)  会長 丸山 和也様  

第ニの〆 本庄南ＲＣ(創立10周年) 会長 髙橋 茂雄様 

第三の〆 児玉ＲＣ(創立30周年)  会長 大野 郁男様 

歴代会長へ花束贈呈       会長 梅村 孝雄 
万歳三唱   パスト会長(２３代会長) 黒岩 三雄  

斉唱  ロータリーソング｢手に手つないで｣  
閉会     パスト会長(２４代会長) 関口 雅之 

 
 

ニコニコBOX委員会     境野 定次 委員長 

（順不同・敬称略） 

福島 茂夫   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。 

（以下同文でご投入がありました。） 

Ｐガバナー寺山 栄一令夫人、Ｐガバナー梅沢 定彦、 
ガバナーエレクト高山 孝雄、髙橋 美典(元会員) 

 
滝沢 常昭(深谷ＲＣ)  本庄ＲＣ４０周年大変おめで 

とうございます。今度は小社 

の製品を記念品に採用して頂 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

いたり、パーティーでＰＲし 

て頂いたりして大変有難う 
ございました。 

浅田 進(本庄南ＲＣ) 本庄ＲＣ創立４０周年おめ

でとうございます。次年度 
はご協力お願いします。 

金井 澄雄   本庄ＲＣ創立４０周年記念式典の
看板を注文頂き有難うございました。 

入  利雄   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。一句、薫
風に不惑の記念高らかに。 

沼田 恵義   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。皆様のご 
活躍心より尊敬致します。 

加藤 玄静   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。 

（以下同文でご投入がありました。） 
岩渕 富男・高柳 育行・渋谷 修身・飯島 憲司・ 
鈴木 学也・竹並 紀松・関根  昇・黒岩 三雄・ 

三宅 健吉・橋本 恒男・笠本 孝一・渋澤 健司・ 
下山 正男・笠原  勝・藤井  仁・佐藤 三郎・ 

井河 久昇・境野 定次・狩野 輝昭・境野 三郎・ 
小林 雅幸・中島 高夫・山本 道彦・梅村 孝雄・ 
立石 秀寿・中村  孝・金井 澄雄・竹並 栄一郎・ 

戸谷  丈・横尾 セツ・福島 文江・神宮 つぐよ・ 
佐藤 敬一・茂木  聡・田中  克・野村 正行・ 

武井 包光・矢島 淳一・岩本 英人・内野 昭八郎・ 
岡芹 正美・齋藤 清一・金子  弘・小此木 利明・ 
岡崎 正六・関根  貢・石原 輝弥・佐藤 賀則・ 

田沼  正・春山 茂之 
 

真下 恵美子  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。表彰いた
だき有難う御座いました。 

 （以下同文でご投入がありました。） 
大沢 佳代子・山口 京子 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

本日の投入金額合計￥７６，０００． 

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 



 
 
 

 


