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《本日の例会》 

 

 
 

  

 
 

点 鍾  午後12時 30分 
 進 行  岩渕 富男 ＳＡＡ 
 国歌斉唱 君が代 

 ソング  ｢奉仕の理想｣斉唱 
 来訪者  本庄市自治会連合会 竹並 栄一郎 会長 

      本庄市役所 総務部 山口 健司 様 
      本庄市役所 総務部 中塚 健太郎 様 
      本庄南ＲＣ会長エレクト 根岸 良行 様 

        〃 国際奉仕委員長 服部 浩一 様 
      上里ＲＣ  木村 達夫 様 

        〃   福島 好孝 様 
        〃   丸木 啓亘 様 
        〃   斉藤 俊男 様 

青少年交換学生 ルドゥミラさん 
 

 

会長挨拶          梅村 孝雄 会長 

 皆さん今日は。春は名のみの風の寒さよ「早春賦」の
歌のとおりの寒い日が続いていますが、久しぶりの例会

で皆さんとお会いできる事は嬉しい限りです。 
本日は大勢のお客様にお出でいただきました。御紹介 

いたします。 

書き損じ葉書回収で大変お世話になりました、本庄市
自治会連合会会長竹並 栄一郎様と本庄市役所の方々、

素晴らしい１０周年記念事業を行った、本庄南ＲＣ会長
エレクト根岸 良行様と国際奉仕委員長服部 浩一様、
長年にわたり地域社会奉仕活動としてチャリティーダン

スパーティを開催している上里ＲＣ会長木村 達夫様と 
 

 
 

 
三人メンバーです。交換留学生のＬＵＤＹさんです。 
それでは書き損じ葉書引渡し式を飯島世界社会奉仕

委員長宜しく御願い致します。 
ＬＵＤＹさんにはお小遣い、後藤さんにはささやかな

御礼をお渡しいたします。 
 
 

 

※書き損じ葉書贈呈式 

・進行 世界社会奉仕委員会   飯島 憲司 委員長 

 

 

・国際奉仕委員会       後藤 芳生 委員長 

 

 
  
本庄市自治会連合会竹並 栄一郎会長、本庄市役所総 

務の方々に多大なご協力を頂き多数の葉書を集める事が 
 

国際大会特別推進月間 
卓   話 

      井河 久昇 パスト会長 



 
出来ました｡これも本庄南ロータリークラブ、本庄ロータ
リークラブ各自治会のおかげでこれで４年目になり定着

した事業となってまいりました。これをもって学校へ行
けない、文字が読めない子供達への一助になればと思い

ます。今後も継続事業として行って行きたいと思います。 
 
 

・本庄市自治会連合会 竹並 栄一郎 会長 挨拶 
 

 
  

４９自治会長のご協力で９，５００枚もの書き損じ葉
書が回収出来ましたこと、ご協力を頂いた方々に感謝を

致しながら贈呈式を行います｡ 
 
 

 
 
目録  書き損じ葉書 ９，５４４枚右贈呈す。  

平成１５年３月１３日 

本庄市自治会連合会長 竹並栄一郎 
本庄ロータリークラブ会長  梅村 孝雄様 

本庄南ロータリークラブ会長 高橋 重男様 
 
 

・本庄ＲＣ 梅村 孝雄 会長 お礼の言葉 
 

 
 

 

 
たくさんの葉書を有難うございました。この葉書は換 

金され東南アジアのネパール、ベトナム辺りの学校建築

に使われるそうで国際奉仕活動として大変有意義である
と思います｡ 

 
 
・世界社会奉仕委員会   飯島 憲司 委員長 

 葉書を切手に換え、そして換金をして今月末までに地
区へ送金する事になっておりますので、皆様に換金への

御協力を重ねてお願い致します｡ 
 
 

 

来 訪 者 

 
◆本庄南ＲＣ 根岸 良行 会長エレクト 挨拶 

 

 
  
 本庄ロータリークラブの皆様方には日頃御指導頂き

有難うございます｡本庄市自治会連合会の皆様には葉書
をたくさんに収集して頂き感謝申し上げます。国際奉仕

のもとに大切に使わせて頂きます｡次年度は会長として
お世話になりますので重ねてお願いします｡ 
 

 
◆本庄南ＲＣ 服部 浩一 国際奉仕委員長 挨拶 

 

 
  
飯島委員長のお力のもと我々南クラブが協賛させて

頂きこの様素晴らしい結果を見、本庄市自治会連合会、
本庄市役所の方々のご協力に心より感謝申し上げます 
 

 



 
◆上里Ｒ．Ｃ 木村 達夫 会長 挨拶 
 

 
  
本日は新入会員二人に素晴らしい本庄クラブの雰囲

気を感じてもらうために連れてまいりました｡又、恒例の

ダンスフェスティバルの御案内にまいりましたのでよろ
しくお願いします。 

 
◆上里Ｒ．Ｃ 丸木 啓亘 直前会長 挨拶 

 我々は小さいクラブですが、本庄クラブに来て連帯感

を感じております。今後とも宜しくお願いします。 
 

 
◆ルドゥミラさん スピーチ 
 

 

 
私はルディです。１月２５日にブラジルから日本に来 

て７週間になりますが、楽しい事や、驚く事がたくさん
有ります。驚いた事はトイレと畳に座る事です。でも、

高校のセーラー服やハイソックスはとても可愛くて大好
きです。日本の家族はとても親切で、雛祭りにはお母さ
ん、お姉さんに着物を着せてもらいました。 

 先日はロータリークラブのウィンターキャンプで、ス
キーとスノーボードをしたり、他の留学生と話をしたり、

皆と一緒に入るのは少し恥ずかしかったけれど温泉に入
ったりしてとても楽しかったです。 
 又、お父さんの新潟の家に行きスキーに連れて行って

もらい楽しかったけれど、ブラジル生まれの私は寒いの
が苦手です。夜、『塩沢雪祭り』でローソクの光に照らさ

れた歌舞伎が素晴らしかったのでブラジルの家族に見せ
たいと思いました。色々な日本での経験や生活を、ビデ 
オなどで送りたいと思っています。 

 

 
◆ホストファミリー 後藤 芳生さん 

 ルディは来日してまだ７週間ですが日本の生活に溶

け込むことに非常に積極的です。来日して小林幹事の奥
様には衣類を借りたり大変お世話になっています｡お礼

に行きたい等と自分のまわりの人々に大変気を使う義理
人情をわきまえた素晴らしい性格の持ち主です｡ 
本日頂いたお金は大切に使わせて頂きます｡ 

 
 

◆金井 澄雄さん お礼の言葉 
 

 
   

過日は兄の葬儀に際しましては、ロータリアンの皆様
には定款、規約外にも拘わらず大勢の方に参列を頂き、
ロータリアンの真の友情を深く感じております。有難う

ございました｡ 
 

 
 

会長報告           梅村 孝雄 会長 

◆会長幹事会及び理事会報告 

・ＩＭについて   
今年度は、合同例会として行います。前半は、ロータ

リールネッサンス題して、現状のＲＩ地区、クラブのロ

ータリー活動に対して第４グループ１２クラブより５分
間の発表をします。本庄ＲＣとしては、私が「ロータリ

ーは贅沢ですか」と題して発表いたします。後半は秩父
特産の猪、鹿、椎茸、山菜、そばに地酒、そして秩父音
頭最後は、参加者全員に無農薬野菜をお土産に準備して

いるとの事本庄ＲＣとしても去年の事もあり、大勢の参
加を御願い致します。 

・地区大会も多数の参加を御願い致します。 
・残念なニュースですが、退会会員の御報告です。 
石川さん、大谷さんは業務多忙、水上さんは勤務の都合、

と言う事で退会届が出されました、理事会としてはそれ
ぞれに慰留に勤めましたが残念ながら承認いたしました。 

真下さんも業務が超多忙、例会出席がままならないので、
休会の申し出があり承認されました。多くの退会者を出 
してしまった事に対して、クラブの全てを預かる者とし 

 



 
て責任を感じております。今年度も残り少なくなりまし
たが理事役員一同始め会員皆様の御協力を得て新入会員

の確保に努めていきたいと考えております。御協力宜し 
く御願い致します。 

・地方選挙の推薦について  
ＲＣとしては、推薦状を出す事は、遠慮したい、各企

業はそれぞれの立場で応援していただく。 

 
 

 

幹 事 報 告     小林 雅幸 幹事 

・  ４月５日のＩ．Ｍ．（合同例会）の参加者への連
絡事項です。バスで参加の方には集合時間・集合場

所をご連絡いたします。車で参加の方へは後日駐車
券をお渡しします。 

・  ４月１３日の地区大会への出欠を明日までにお

願いします。 
・  例会変更の案内が寄居・日高・川本・深谷東の各

ＲＣより届いております。 
・  会報が寄居ＲＣより届いております。 
・  川越ＲＣより次年度役員理事のお知らせが届い

ております。 
・ 学友会ニュースが届いております。 
・  ユネスコ世界寺子屋運動の報告書が届いており

ます。 
 
 
 

誕 生 祝          渋澤 健司 委員 

 
笠本 孝一、石原  修、関根  昇、田中  克、
宮田 みよ子、福島  修、野口 光大、井河 久昇、

牛久保 佳郎、近藤 伸侑、南   正、鈴木 学也、
岩渕 富男、横尾 セツ、 

 

 
 
 

 
田中  克さん代表挨拶  

 

 
  
３月６日で６３歳になりロータリー仲間が誕生コ

ンペで祝ってくれ大変感謝しております。これからは健

康に留意し楽しい人生、ロータリーライフを過ごしたい
と考えております。 
 

 

結婚記念日祝           

 岩本 英人、南   正、鈴木 学也、髙橋 福八、 

梅村 孝雄、狩野 輝昭、小此木 利明、竹並 紀松、 
井河 久昇、茂木  正、下山 正男、温井 一英、 
金井 澄雄、田沼  正、八木 茂幸、入  利雄、 

高橋 脩也、野村 正行、 
 

 

 
 

鈴木 学也さん代表挨拶 
 

 
  
結婚してから４１年経ち先日妻とゴルフを楽しんで 

 

 



 
来ました。これからは健康に留意しながらたまには二人 
でゴルフでも楽しもうと思っております｡ 

 
 
 

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５月３１日、６月１日の２日で今 

年のテーマは土日と言うことで一泊二日の移動例会です｡
申し込み期日は３月２７日までとなっております。 
今年はハトバスツアーで文化会館を出発し、浅草の仲

見世辺りをぶらつき、夕食とショータイムを楽しみ、宿
泊はドームホテルを検討しております。翌日は小江戸川

越に戻り菓子屋横丁、蔵の街等をゆっくり楽しんで来た
いと思っておりますので振るっての参加をお願い致しま
す。 
 
 

 

卓  話 

 
・紹 介 プログラム委員会  佐藤 賀則 委員長 
 

 
  
本日は４０周年記念として歴代パスト会長様の卓話

で御座います。１９９５～６年の会長井河さんの結婚記
念日をたまたま知っておりましたのでこの日に合わせ卓
話を頂くことに致しました 
 

 
・井河 久昇 パスト会長 
 

 
 
私が入会したのが、２９年前と思います｡同期として、

竹並 栄一郎さんがおります。入会を進められたのは、

現幹事の父である小林 七郎さんでした。 
入会した当時は、皆立派な方々ばかりで驚嘆したしだ

いです。諸先輩から月一回は必ず炉辺会合という名目で、
新入会員の教育をホテル若泉で受けたことを思い出しま
す。 

又、他クラブの行事には義務出席をし、例会には欠席
しないこと。欠席の場合には必ずメーキャップしなけれ

ばならなかったことを思い浮かべます。ロータリアンと
して、例会には出席する事に意義があるのではないでし
ょうか。 

その後、子クラブ３つが誕生し、諸先輩が作り上げて 
きたことに感動しております。私の年度には、本庄市社

会福祉協議会へ「思いやり号」としてバイク４台を寄付
致しました｡  
新睦旅行では、日本ロータリーの創始者である米山 

梅吉翁の遺徳をしのんで静岡県長泉町にある米山記念館
を見学し、幾田館長により米山翁の数々の業績や、エピ

ソードのお話を頂き、梅吉翁の偉大さに頭が下がる思い
でした。又、記念館には勝 海舟に勧められて書いた本
や、俳句の作品等が整然と陳列され格調高い雰囲気を作

っていました。又、米山 梅吉翁のお墓に全員で香を上
げて参りました｡後修善寺に向かいホテル一修にて親睦

の実のある懇談会になりました。翌日は「あさば」の庭
と能舞台を見学し、日本中の桜の公園『桜の里』を散策
し、ニ條新町でＭＯＡ美術館の中にある優雅なる食事と

銘酒を後藤館長より頂き心温まる一時を過ごすことがで
きました。一白庵では、茶室飾りの部屋にてお茶の一服

を楽しんだ後、国宝の仁清の壺や、光悦の硯箱を始めた
くさんの仏像、陶器や磁器等を鑑賞しました。当時の親
睦委員の方々には、大変お世話になりました。厚く御礼

申し上げます。   
又、小此木 利明幹事にもお世話になり、ありがとう

ございました。 
 

 



 

ニコニコBOX委員会     境野 定次 委員長 

（順不同・敬称略） 

木村 達夫(上里RC)  今日はおじゃまします。 
（以下同文でご投入がありました。） 

丸木 啓亘・斉藤 俊男･福島 好孝 

 
高井 和夫    上里ＲＣ、本庄南ＲＣの方々ようこ

そ本庄クラブへ。 
（以下同文でご投入がありました。） 

立石 秀寿・竹並 紀松・梅村 孝雄・矢島 淳一・ 

杉山 淑子・境野 定次 
 

金子 弘     ３月８日次女弘美が結婚しました。
よろしくお願いします。 

金井 澄雄    先日は兄の葬儀に対して大勢の皆様

のご厚情を頂き有難う御座いました。 
田中  克    誕生祝ありがとうございました。有

効に、使いたいと思います。  
竹並 栄一郎   書き損じハガキの贈呈式、よろしく

お願いします。 

（以下同文でご投入がありました。） 
佐藤 敬一・笠原  勝 

 
井河 久昇    卓話ですよろしく。 
岩本 英人    先日の夜、てんぐ茶屋で美しい花を

見てきました。 
橋本 恒男    欠席がちなので。 

渋谷 修身    来週の例会を欠席します。 
野口 光大    歴代会長スピーチ、井河 久昇さん

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。） 

茂木  聡・渋澤 健司・岩渕 富男・横尾 セツ・ 

石原 輝弥・小林 雅幸・佐藤 賀則・野村 正行・ 
下山 正男・古瀬 末雄・高柳 育行・鈴木 学也・ 

藤井  仁・小此木 昭二・春山 茂之・江原 栄一・ 
戸谷  丈・三宅 健吉・中島 高夫・内野 昭八郎・ 
髙橋 福八・岡芹 正美・入  利雄・佐藤 三郎 

 
齋藤 清一    ３月１９日より、次年度委員会別情

報集会を予定しております。ご自分
の所属委員会を確認の上、出欠の連
絡を各所属委員長へお願い致します。 

狩野 輝昭    本日３月１３日は世界ローターアク
トの日です。ローターアクトの意味

や意義をもう一度、勉強しましょう 
飯塚 明男    まだまだ寒さが続きます。体に気を

付けてください。 

 
 

 
 
 
 
 
★ 出席委員会        矢島 淳一 委員長 
 

 
（内メーキャップ１５名） 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本日の投入金額合計￥６０，０００． 

 

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 

 

９７名 

 

７５名 

 

78.2％ 

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、 
田中 宏樹、並木 孝幸 

 

■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 
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