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《本日の例会》 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

点 鍾  午後12時 30分 
進 行  杉山 淑子 ＳＡＡ 
ソング  ｢我らの生業｣斉唱 

来訪者  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。春はそこまでやって来ました。皆さん

とお会いできる事は嬉しい限りです。 
本日は嬉しいお知らせがあります。先回の例会で、交

換留学生のＬＵＤＹより楽しい日本の生活をブラジルへ

メールで送るのにビデオを買う予定ですが、お小遣いを
ためて買いたいが時間が掛かりそうなので、会員の御家

庭で使っていないビデオが有りましたら貸してもらえま
せんかとの御話しをしましたが、残念ながら借りられる
機会は無く、後藤カウンセラーも何とかしてあげたいと

理事会でも議題に挙がっていましたところ、本日足長お
じさんが現れました。 

岩淵さんより、ビデオを贈呈したいとのお申し出が有
り本日御持参いただきました。ＬＵＤＹに直接岩淵さん
より手渡ししていただきます。 

 
 

 

 
 
 

 
 

※ビデオカメラの贈呈 

・ 岩渕 富男さんよりルドゥミラさんへ 
 

 
 
・ 岩渕 富男さん 挨拶 

 

 
 私は、人工透析をしています。他人への感謝の気持ち
を込めて今私の出来ることをしたいと考えビデオを贈る

ことに決めました。 
 

 

会長挨拶・報告     梅村 孝雄 会長 

 ブッシュ、フセイン両大統領の維持の張り合いの結果
は、戦争です。あらゆる戦争で利益や国益を得る人はほ 

 

  
国際大会特別推進月間 

卓   話 
佐藤  三郎 パスト会長 
小此木 昭二 パスト会長 
竹中  俊吾 パスト会長 

 

 



 
んの少数で、一般市民はいつでも被害者です。 
今回の戦争の意義などはここで論じることは出来ません 

が、あからさまに被害、損害を受ける人々に対して支援 
をする事より、戦争を起こさない世界を作る事を目指す、

ロータリーから平和を求める発言が無いのは残念です。 
あくまで私見ですが、アメリカに本部があるＲＩには無
理と思いますが、世界のロータリアンが戦争に対してノ

ーと声をあげて欲しいものです。 
来月に合同例会、地区大会への参加よろしく御願い致

します。今朝ガバナー事務所より私と高橋パストガバナ
ー、竹中地区委員宛に、本庄ＲＣの登録人数が少ないの
で何とか協力して欲しいとの要請の電話がありました。

御忙しい皆様ですが、年の一度の地区大会です。時間の
都合をつけての参加よろしく御願い致します。 

理事会より御報告いたします。 
４０周年記念事業へ年度会計より５０万円拠出が決

定されました。本来ならばもう少し出さなければいけな

いのですが、新幹線問題が有りますので御理解御願い致
します。 

本日は、本庄ＲＣ４０週年の歴史を作っていただいた
３名のパスト会長さんの卓話を頂きます。どんなお話が
飛び出すか楽しみです。 

次週の夜間例会は、１９７６年より始まった青少年交
換派遣学生事業に参加した１５名の方に呼びかけ始めて

の試みですが、同窓会を企画しました。９名出席いただ
けます。同時に受け入れ学生をお世話いただいたホスト
ファミリ－方もお声がけしております。交換学生事業を

理解する良い機会です。ゴルフの後も例会出席よろしく
御願い致します。 

 
 
 

幹 事 報 告     小林 雅幸 幹事 

・  ４月５日の合同例会（Ｉ．Ｍ．）へバスで参加の
方は集合時間をお守り下さい。 

・  ４月１３日の地区大会へバスで参加の方へ、本日

集合時間・集合場所をご案内しております。 
なお、参加者が少ないため、欠席で返事をされた方

も3月２７日までに再度ご検討いただき、ご出席を
お願いします。 

・  例会変更の案内が川本・深谷・秩父・児玉の各Ｒ

Ｃより届いております。 
・  本庄市国際交流協会より「ふれんど」が届いてお

ります。 
 
 

 

 

委員会報告 

 
 

◆ゴルフ部         金子 弘 ゴルフ部長 
 

 
３月２７日のゴルフコンペに３１人の参加を頂きま

した。また、５月１日の４０周年記念コンペにもたくさ
んの参加を期待しております。 
 
 
 
★親睦活動委員会        渋澤 健司 委員 
 

 
 来る５月３１日から６月１日の移動例会への参加を 
宜しくお願い致します。 
 
 
 
★雑誌委員会        横尾 弘明 副委員長 
 

 
今回のロータリーの友を読んで、３０ページにある職

業奉仕について感銘を受けました。是非目を通して下さ
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。佐藤 三郎さん、
小此木 昭二さん、竹中 俊吾さんにお願い致します。 

 
 
・佐藤 三郎 パスト会長 
 

 
私の入会は昭和５５年の２３年前になります。兄の 

後を継いで入会しました。その時の自己紹介で私の趣味 
は仕事ですと答えました。入会当時は、場違いな会に入

ってしまったと思っていました。 
その後、ゴルフを初めロータリーのコンペにも参加を

するようになり、準優勝もさせてもらい次第にクラブの

友人も増えて来ました。 
その後、幹事の経験も無く会長の職に着いてしまいま

した。その年には、本庄駅南口にケヤキの樹を記念植樹
しました。 
これからも、当クラブの４０周年そして５０周年にも

参加していきたいと思っています 
 
 
・小此木 昭二 パスト会長 
 

 
 会長を1年やらせて貰い思う事は皆さんの協力がなけ 

 
ればロータリーは動かないと言う事でした。本当に御協
力改めて感謝申し上げます。会長として一番に気を使っ
た事は出席でした。一段高い台の上に昇っていますと空
席が目につきます。先輩パスト会長から言われた事は出
席率は、その年度の会長幹事の人気投票みたいなものみ
たいなものだよ。人気があれば出席率があがるし悪けれ
は出席率は下がるよ。人気のバロメーターだよでした。
『ロータリーは先ず出席から』と言う言葉があります。
全会員が特に出席には協力すべきであると思います。 
 私と金子幹事の年度は３５周年の節目の年度でした。 
今振り返って思い出す事は３５周年記念事業と身体障害
者用車椅子ごと乗れる自動車『つばさ号』を社会福祉協
議会に寄贈した事でした。３５周年記念事業は、パスト
会長幹事会を開き先輩に御意見を伺いご指導を頂き５月
の夜間例会を兼ねて実行する事になりました。江原副会
長を実行委員長に、副実行委員長に真下さんにお願いし
て五州園を会場に開催されました。 
外部からお招きしたお客様は寺山ガバナー、南クラブ

の会長幹事さんと、名誉会員の福島先生でした。記念講
演は群馬銀行の役員さんにお願いして経済講演でした。
簡素なパーティーでした。私が一番感激した事は長期欠
席者を除き全会員が参加してくれた事でした。本当にご
協力ありがとうございました。 
次に『つばさ号』を社会福祉協議会に寄贈した事です。 

色々の御意見がありました。２００万円の予算を必要と
します事ですから資金の捻出が大変です。食事を削りそ
れを充当する事になりました。ＳＡＡチーフの田沼さん
には頭を悩まして御苦労をお掛けしました。粗末な食事
にも拘らず会員の皆さんから不平不満を言う事もなくご
協力を頂きました。お陰を持ちまして大事業を成功させ
る事が出来ました。心からご協力に感謝申し上げます。 
 次に入会当時の失敗談などをお話したいと思います。
私が入会した当時は欠席は非常に厳しい時代でした。欠
席しますとメーキャップを強く要求されました。出席委
員長が持田さんでした。欠席の場合は持田さんに電話を
入れる事になっていました。恐る恐る持田さんに電話を
入れて欠席させて下さいとお願いしました。気持ちよく
承諾してくれましたが、その直後に力強い声でメーキャ
ップして下さい。一週間以内ですよと言われました。メ
ーキャップなど知らないことで困りました。これは大変
なクラブに入会してしまったな、と思い悩みました。頭
に浮かんだ事は退会する事でした。私の入会の紹介者は
群馬銀行の支店長の小暮さんでした。早速電話で事状を
話し例会に出席できないから退会すると話した処支店長
が二月ぐらいで退会とは何事だ俺の顔を潰す気かと大変
に怒られました。支店長は二年ぐらいで転勤になるから、
その間だけ我慢している事にしました。転勤になったら
退会と結論を出しました。その内先輩から慰留されて今
日まで続いてます。ロータリーも良い処が大変あります。
『継続は力なり』と言う事ですか。 
 次に高橋 浩一郎会長の年度に入りガバナー公式訪問 



 
が年度初めの７月にありました。本庄クラブは年度早々
の公式訪問が多い様です。炉辺会合を開き、公式訪問の
打合せが五州園でありました。私の委員会は忘れました
が委員長は金子 敏隆さん(金子 弘さんのお父さん)副
委員長が牛久保 和雄さん(牛久保 佳郎さんのお父さ
ん)でした。委員会の皆さんが出席していれば私が説明 
する事はないのですが私一人ですから、髙橋会長が私に
説明しなさい、と言うので私は入会して４ヶ月目で何も
判りませんと答えましたが計画書を読みなさいと言われ
ましたので計画書を読んだのです。読み終わると同時に 
髙橋会長が赤い上気した顔で大先輩を呼び捨てにすると
は何事かと怒られ恐縮した記憶があります。何事も勉強
ですね。 
 次に例会場の事です。埼玉銀行の三階が例会場でした。
当時は三階のフロア－の半分しか利用出来ませんでした。 
私が入会した当時は約６０名ぐらいでした。会場が狭い
ので満席でした。私の隣は堀江先生でした。堀江先生は
いつも時間一ぱいに現れますので席に付くのが無理に椅
子に座る状態でした。堀江先生が一人言に会場が狭いな、
何とかならないかなーと呟くのです。私が咄嗟に企業に
は有給休暇制度がある、ロータリーも先輩順に有給休暇
制度を創り休みを取れば楽々席が取れると具申したので
す。私はその時は名案だと思いましたが堀江先生はそん
な馬鹿な事が出来るかロータリーを知らないにしても程
がある、もっと勉強しなさいとカンカンに怒られました。 
堀江先生はロータリーをよく勉強してロータリー辞引き
みたいな人でした。 
 私も入会して２２年になりました。その間色々な事が
ありました。良い経験をさせて貰いました。皆さんの様
な信頼できる立派な方とお付合い出来る事は幸せです。 
 ロータリーで大事な事は職業奉仕です。自分の職業を
通して社会に奉仕すること自分の職業が繁栄してロータ
リー活動ができるのです。 
 ロータリーは先ず出席からです。出席に協力しましょ
う。 
 
 
・竹中 俊吾 パスト会長 
 

 
私が、雑誌委員会の委員長をした時には、当時人気の

あった「フォーカス」という雑誌を配りました。会員の

方々には大変好評でした。 
  

 
幹事をさせて頂いたときには、会長の古瀬さんには、 

いろいろとお世話になり教えて頂きました。今でも感謝 
しております。私の場合は、ロータリーに入会させて頂 
いたお陰で学校で習う以上の事を皆様にご指導頂きまし 
た。 

会長の時には幹事の堀越さんにバックアップをして
もらいました。この年に女性会員４人に入会していただ

き、現在も活躍しておられます。また、この年にガバナ
ーとして高橋 福八さんを選出しました。これも会員皆

様のご協力があって出来たことだと思います。改めて御
礼を申し上げます。 
これからも、ロータリークラブの成長を一会員として

見守って行きたいと思いますので宜しくお願い致しま
す。 
 
 
 
ニコニコBOX委員会     境野 定次 委員長 

（順不同・敬称略） 
岡崎 正六    歴代会長スピーチ、佐藤 三郎さん、 

小此木 昭二さん、竹中 俊吾さん 
卓話よろしくお願いします。 

（以下同文でご投入がありました。） 

梅村 孝雄・横尾 弘明・八木 茂幸・岡芹 正美・     
髙橋 福八・古瀬 末雄・井河 久昇・渋澤 健司・ 
杉山 淑子・岩渕 富男・戸谷  丈・橋本 恒男・ 
三宅 健吉・武井 包光・石原  修・齋藤 清一・ 
佐藤 賀則・飯島 憲司・野村 正行・高井 和夫・ 
関根  貢・小林 雅幸  
 
後藤 芳生    岩渕さんの暖かい心に驚きと感謝の 
         気持ちでとまどっています。 
戸谷 清一    ｢ケーブルテレビは街づくり。｣ 

市議会の放送を今日の夜７時から放
送します。連続４日間です。 

下山 正男    イラク戦争を早く終りに致しましょ
う。 

巴  高志    季節も景気も速くあたたかくなるよ

うに願っています。 
春山 茂之    イラク戦争がエスカレートしない事

を祈ります。 
立石 秀寿    ｢今日彼岸 菩提の種をまく日かな｣

春の彼岸です。故人を偲び御墓参り

をしましょう。 
佐藤 三郎    本日、卓話をさせて頂きます。 

境野 定次    花粉症と風邪で失礼します。 
 



 
梅村 孝雄    次年度委員長会議に出席出来ません

でした。失礼の段お詫び申し上げま

す。 
笠原  勝    明日は春分の日で、彼岸の中日です。 

         たいへん騒々しい世の中ですが、こ
ころ静かにお墓参りをしましょう。 

後藤 芳生    先日フジテレビですみれサッカーチ

ームが紹介されました。 
渡辺  優    だいぶ春めいてきました。花粉の季

節です。身体を大切にしましょう。 
岩本 英人    ホワイトデー観劇と丸ビル３６階の

招福楼で料理と銘酒を楽しみました。 

 
 

 
★ 出席委員会         岡芹 正美 委員 
 

 
 

 
 
 

（内メーキャップ２０名） 
    

 
 
 

 

                            

 
 
                       
 

予定表 プログラム委員会
 

月 日 担当・月間 内    容 

 
 ４月 ３日 

雑誌月間 
プログラム委員会 

 卓話 金沢 喜作 雑誌委員会長 
卓話 歴代会長スピーチ 

    江原 栄一さん 

 
 ４月 ５日 

 

 
 
 

 Ｉ・Ｍ（秩父） 
   秩父ミューズパーク野外ステージ 

 

 
 ４月１０日 

 

 
 

 振替休会 
＊４月１２(土)、１３日(日) 地区大会(川越) 

 

 

 ４月１７日 

 

環境保全委員会 

 

金子 みすず歌碑建立（本庄総合運動公園) 

 

 ４月２４日 
 

国際奉仕委員会 

夜間例会 
（五州園） 

 

 身近な国際交流 
     

 
 

 

会 員 数 

出席免除

会  員 

出席義務

会  員 

 

出席会員 

 

出 席 率 

 

１００名 

 

６名 

 

９４名 

 

６５名 

 

61.3％ 

本日の投入金額合計￥３６，０００． 



 
《本日の例会》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
点 鐘  午後6時30分 
進 行  藤井  仁 ＳＡＡチーフ 
ソング  ｢それでこそロータリー｣斉唱 
来訪者  本庄Ｒ．Ｃ青少年交換派遣学生(過去) 

関口ユキ(母)さん、権田 治美さん、 
平賀 美代子さん、小室 朋子さん、 
種村 真美子さん、内藤 恵美(母)さん、

田中 章子さん、 
交換留学生 ルドゥミラさん 
’03～’04年度派遣学生 五十嵐 一貴さん 
 
受け入れホストファミリーのご家族 

       関口 雅之令夫人、富沢  理令夫人、 
石原 輝弥令夫人、温井 一英令夫人、

後藤 芳生令夫人、種村令夫人 
内藤令夫人 

 

 
 
 
    本庄南Ｒ．Ｃ 高橋 茂雄様、堀川  明様、 
           萩原 史夫様、堀口 孝利様、 
           根岸 良行様、矢部 一臣様、 
           馬場 良和様、安藤 寿則様、 
           飯塚 能成様、山田 勝治様、 
           長沼  章様 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

会長挨拶・報告     梅村 孝雄 会長 

 皆さん今晩は。今夜の例会は大勢のお客様をお迎えい
たしました。御紹介いたします。１９７６年より２００

３年の間に本庄ＲＣでは、青少年交換派遣学生を１５名
送り出してきました。初めての試みとして同窓会を呼び
かけたところ、素晴らしい反響でほぼ全員に連絡が取れ

ました。本日出席できない方々からは、近況をＦＡＸに
て頂きました。派遣学生の皆さん方です。皆さんにはス

ピーチを御願い致します。受け入れた留学生も大勢いま
した。ホストとして面倒見ていただきました、会員の奥
様方です。親身に面倒見ていただきました事にクラブを

代表して御礼申し上げます。 
次は、ブラジルから来日して二ヶ月日本の生活にも慣

れてきたＲＵＤＹさんです。 
最後になりましたが、今回の同窓会の件で、何から何

までお骨折り頂いた関口 礼子様と関口 雅之さんです。

細かい気配りに感謝しております。   
本日開催されました、本庄南ＲＣの創立十周年記念ゴ

ルフコンペに大勢の会員に出席いただき有難う御座いま
した。南クラブからは、本庄クラブから沢山の参加して
くれたことで、盛大に開催できた事に感謝いたします。

暫くしたら１１名で例会に出席参加しますと能らしい話
が来ております。 

ガバナー事務所より、地区大会参加の要請が再三来て
おります。１３日日曜日大勢の参加をお待ちしておりま
す。バスも大型を用意しました。 

 

 
夜間例会 

身近な国際交流 
（五州園） 



私事ですが、記念コンペで優勝してしまいました。ス
コアーは聞かないで下さい。 
 

 

委員会報告  

 
★親睦活動委員会      阪上 清之介 委員長   

 

 
 本年春の移動例会は江戸を知ろうと言うテーマで智恵
を絞った楽しい企画で浅草と川越を廻る２日間です｡ 
締め切りは３月２７日今日までとなっておりますの

でまだご返事されてない方の参加をお待ちしております。 
 
 
★４０周年記念実行委員会  

高柳 育行 記念誌委員長 
 

 
 記念誌で会員の記事と写真を掲載いたします。写真撮

影を制服姿で４月３日、５月８日、の例会で行います。 
欠席される方はご自分で写真を持参されるか事務局

にある写真を使用させて頂きます。 
 
 

※青少年交換派遣学生同窓会 

・司会 プログラム委員会   佐藤 賀則 委員長 
 

 

  本日は４０周年と言うことで交換留学生派遣を経
験された方々の同窓会、ホストファミリーでご協力頂い
ただいた方との親睦を深められたら良いと企画致しまし

た。今回関口さんの奥様には大変お世話になりましたこ
とお礼申し上げます。 
 
 
◆関口 礼子さん挨拶 

 

 
 今晩は４０周年をお迎えになられおめでとう御座
います。同窓会ということなのでお言葉を頂きたいと

海外と連絡をとりましたところ、３７９０地区のパス
トガバナーのトニーアンデルスの未亡人からの言葉

をプリントしておきましたのでご覧下さい。 
それからバーバラマートン氏からこの不安な世の

中互いにコンタクトを切らないようにとのこと、９４

５０地区のパストガバナーフレッドマーシーさんか
らは綺麗な手書のお祝いを、また短期交換のオキフさ

んは日本との交流を深めてくれた子供達に感謝しま
すとのことです。 

 

 

◆青少年交換派遣学生挨拶 

・権田 治美さん 
  ９５～９６年オーストラリアに派遣され現在は

小学校の副担任をしております。私が海外で経験し
たことを子供達が間接的ながら、外国を知り世界を

知りさらには自分自身を知るきっかけになればと
考えております｡ 

 
 ・平賀 美代子さん 
  １９９７年オーストラリアに派遣され今春大学

を卒業し、希望していた英語スクールの講師をする
ことになりました。此れも皆様のおかげと感謝して
おります。 

 
・小室 朋子さん 
  １９９８年オーストラリアの９４５０地区に派
遣され現在は大学４年に在学中、世界各国の人々と
知り合い違う文化を理解し認め合うことが大切であ

ると思っております。 



 
・種村 真美子さん 

９９～２０００年オーストラリアに派遣され現

在は語学教師になる為の勉強をしています。 
また、ローテックスを通して国際交流を経験させ

ていただいております。何時か例会で卓話をさせて
いただき青少年をもっと理解して頂きたいと思っ
ております。  

 
・田中 章子さん 

  ２００１～２００２年３７９０地区フイリッピ
ンに派遣され語学だけでなく東洋という未知の国
を知ることが出来ました。 
現在世界はイラク問題など混乱しておりますが

このような時期にいろいろ経験出来たことに感謝

しております。 
 
 

◆関口 礼子さん報告 
 今日来れなかった人からアンケートを取りました

のでご報告致します。高橋 啓介君から努力はそのま
ま自分に跳ね返る、細野君はロータリークラブで派遣
されなかったら外資系にいなかった、川上君は夢は南

米で働きたい、内藤さんは目的は明確に積極的にチャ
レンジせよ、関口からです、苦しい時のホストのアド

バイスは今でも役立っております。 
 
 
 

◆現在の交換学生紹介・挨拶 

・ルドゥミラ マシュエルさん 
   来日し２ヶ月がたちます。今は本庄高等学校に通

学しており大変楽しいです。 
  
・五十嵐 一貴さん 

   今年７月よりブラジルに派遣させて頂きます。現
在ホストカンセラーの家族とメールで情報交換を

しております。今後ともご支援をお願い致します。 
 
 
 

◆来日学生ホストのお母様方の紹介・挨拶 

・富沢 理令夫人 

 来日学生の名簿を見ていたら大変懐かしい名前
があり思い出しております。今度ルドゥミラさんの
面倒を精一杯見させていただきます。 

 

 
・温井 一英令夫人 

   子供さん方の面倒を見る事によって大変勉強を 
させて貰ったことに感謝いたしております。 

 
・内藤 恵美さんお母様 

   娘がお世話になりフイリッピンの３７９０地区派
遣第一号となり、その経験を生かし現在はアメリカ

の留学生活を楽しんでおります。フイリッピンから
のジョイスさんをホストさせていただきました。 

 
・種村 真美子さんお母様 

   娘が大学を卒業し家を出た後にジョイスさんをホ

スト致しましたが、親子３人の楽しい生活を経験さ
せて頂きました。 

 
 ・髙橋 福八さん 
   ロータリーという組織を通じて青少年の皆さんが 

世界を知ること、このような国際的な活動をしては 
じめてロータリー行事となります。 
四男の啓介が５年間の契約でチリに行っておりま 

すが、帰国しましたらお礼に上がりたいと申してお
ります。 

 
・後藤 芳生令夫人 

現在来日しているルデイミラさんのホストをして 
おります今後ともよろしくお願い致します 

 

 
 

ニコニコBOX委員会      入  利雄 委員 

（順不同・敬称略） 
星野 泰雄(本庄南 R.C)  １０周年記念大変お世話に

なりました。お陰様で無事

完了致しました。感謝申し
上げます。 

高橋 茂雄(本庄南 R.C)  本日は夜間例会に予約なく

１１名もメーキャップさせ
て頂きまして誠に有難う御

座いました。 
狩野 輝昭    交換留学生の皆さん、ご苦労様です。 

今日は交換留学生の同窓会です。 

旧交を暖めてください。 
（以下同文でご投入がありました。） 

高井 和夫・境野 定次・笠本 孝一・橋本 恒男・ 
岩本 英人・下山 正男・三宅 健吉・小林 雅幸・ 
福島 文江・野田 貞之・佐藤 賀則・石原 輝弥・ 

 



富沢  理・春山 茂之・入  利雄 
 
野澤 章夫    ホストファミリーの皆さん、ご苦労 

様です。 
（以下同文でご投入がありました。） 

髙橋 福八・古瀬 末雄・藤井  仁・関根  昇・ 
萩原 達夫 
 

松原 幹男    ごぶさたして申し訳ありません。 
内野 昭八郎   今日はパートナーに恵まれ楽しいゴ

ルフができました。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。） 

神宮 つぐよ・渋澤 健司・高柳 育行・江原 栄一・ 
小此木 利明・竹並 紀松・飯島 憲司・金子  弘・ 

渋谷 修身・岡崎 正六 
 
梅村 孝雄    おかげ様で、南クラブ１０周年で優

勝できました。次回もねらいます。 
巴  高志    本日は本庄南ロータリークラブ１０

周年記念コンペで準優勝をさせてい
ただきました。 

竹中 俊吾    本庄南Ｒ．Ｃ１０周年記念コンペで

５位に入賞できました。 
田中  克    ゴルフコンペ参加者の皆様御苦労様

でした。 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ゴルフ部 

・第３回ゴルフコンペ表彰式  
 

優 勝  佐藤 賀則さん 
 

 
 
 

準優勝・シニア優勝  竹中 俊吾さん 
 

 
 
 

第３位  江原 栄一さん 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本日の投入金額合計￥５４，５００． 

国際奉仕委員会協力金 
本日の投入金額合計￥３５，５００． 

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 



※参考資料 【以下、関口 礼子様より寄稿 (原文のまま)】 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


