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    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  藤井  仁 ＳＡＡチーフ 

ソング  ｢それでこそロータリー」斉唱 
 
 

会長挨拶・報告     梅村 孝雄 会長 

皆さん今日は、突然の大雪にも拘わらず大勢の会員皆
様のお顔が見えましたことは嬉しい限りです。今朝のＴ
Ｖ報道でも悪性のインフルエンザが全国的に流行してき

ておりますがそれに効果の有る薬が間に合わないとの報
道が有りましたが、事実です。予測を上回る需要の為供

給が追いつきません。うがい、手洗い、休養と栄養これ
に勝る予防はありませんので、各自が健康管理に御注意
を御願い致します。 

 新しい年も４週目ともなりますと毎日が平凡な日常に
成りますが、旧暦ではこれからが歳末、中国人の世界で

は、２月１日の新年を迎える準備に大忙しと聴いており
ます。毎週様々な出来事がありますが、今週のＮＯ１の
ニュースは、横綱貴乃花引退のニュースでしょう。号外

まで飛び出す騒ぎには、マスコミの売らんかな情報その
ものとは思いますが貴乃花の持つ独特の華やかさは、相

撲人気を支えてきた事は紛れも無い事実です。私も両国
国技館で、小結、関脇、大関時代と三度に渡り貴乃花の
相撲を見る機会がありました。土俵入りの時にも他の力

士と違う何かを持っており、取り組みでは勝っても負け
ても観客を魅了する不思議なオーラみたいなものを感じ

ました。まだまだ３０歳早すぎる引退です。怪我には勝 
 

 

 
てない相撲取りと言われますが、年６場所の過密なスケ 
ジュールの犠牲者ではないかと同情してしまいます。 

 先週の例会で御願いいたしました、年賀タオルや石鹸
などを南クラブの活動に応援、協力の御賛同いただき有

難う御座います。創立１０周年記念事業としてカンボジ
ア訪問にささやかですが協力いたしましょう。次回の夜
間例会にも受付ます。数は問いません、皆さんの善意を

お待ちしております。 
１６日に、第４グループ会長幹事会が開かれました。

その報告をいたします。 
１．０４～０５年ガバナーノミニーに深谷ＲＣの正田
秀雄さんが指名されました。深谷ＲＣのお話では、

本人は好きで受けたのではない。やりたくないとは
言っているが受けた以上深谷クラブとして全力を

挙げて応援します。第４グループ特に本庄クラブさ   
んには御支援宜しくとの御話しがありました。 

２．ＲＣ１００年委員名簿が発表され、本庄ＲＣから

は戸谷丈さんが選出されております。 
３．ロータリー財団地域社会援助プログラム(ＣＡＰ)

の申請に秩父クラブより実例が報告されました。 
４．ＩＭの日程が決まりました。４月５日土曜日。場
所は、秩父市アミューズパークで開かれます。ゴル

フは有りませんが、春の秩父を存分に楽しんでもら
いたいと準備を進めています。全員登録で御願いし

ますとの事です。昨年は本庄が御願いしましたので、
今度の理事会で対応を検討いたしますので、４月５
日はＩＭ参加と手帳に御記入願います。  

地区からのお知らせです。５月に開かれる地区大会の
記念講演には、ＮＨＫ，ＴＢＳで活躍された、福島敦子

氏、アトラクションには加藤登紀子氏が出演されます。
地区内全会員の御参加をお待ちしております。 
あさひ銀行支店長の堀田さんが転勤になりました。後

任の支店長さんには入会の内諾を頂いておりますので、
その準備をしております。堀田さんには、クラブよりお

餞別を差し上げます。 
 

  ロータリー理解推進月間 

卓 話 
第２５７０地区 財務委員  

竹中 俊吾 パスト会長 

 



今月は、ロータリー理解推進月間です。パスト会長竹
中さんに卓話を御願いしております。 
 
 
◆堀田 辰一さん挨拶 
 

 
 １年９ヶ月の間お世話になりました。短い間でしたが、
私にとっては学校時代のクラブ活動のようで本当に楽し

かったです。これからも、ロータリアンの精神を忘れず
に、仕事に家庭に専念して行きたいと思います。ありが
とうございました。 

 

幹 事 報 告     小林 雅幸 幹事 

・ 本庄商工会議所 青年部より公開講演会の参加依

頼が届いております。平成１５年２月１４日（金）
１９：００～本庄商工会議所大ホールにて、漫談家

のイリヤ 藤沢 氏の講演会｡ 
・ 地区大会実行委員会よりＦＡＸ通信が届いており

ます。地区大会の記念講演の講師が福島敦子さんに

決定しました。 
・ 本庄市ボランティアセンターぼらんてぃあにゅう

すが届いております。 
・ 例会変更の案内が深谷東ＲＣより届いております。 
 
 

委員会報告  

 

★国際奉仕委員会       後藤 芳生 委員長 
 

 
 １月３０日の夜間例会は、留学生のルジミナさんのウ
エルカムパーティーを行いますのでホストファミリーの

方は、ご家族でおいで下さい。 

卓  話 
 
・ 第２５７０地区 財務委員 
           竹中 俊吾 パスト会長 
 

 
今月は、ロータリー理解推進月間と言う事で、ロータ

リークイズを１０問出しました。この問題に沿ってロー

タリーを理解していただきたいと思います。 
１. ロータリーは、何時、誰によって、何人で、何処 
で創立されましたか。 
 １９０５年、ポールハリスが、３人の仲間とアメ
リカで創られました。 

２. 当クラブが採用している定款の改正は、どの機関 
で行われますか。 
３年に一度シカゴ近郊で開かれる規定審会議で

行われます。 
 ３. 当クラブの年次総会は何時開催されますか。 

１２月の第一例会の日に開かれます。 
 ４. 今月は、何の特別月間ですか。また、年間幾つの

特別月間がありますか。 
今月は、理解推進月間です。２月は世界理解月間、

４月は雑誌月間、６月は親睦活動月間、７月は識字

率向上月間、８月は会員増強拡大月間、９月は新世
代の為の月間、１０月は職業奉仕の月間、日本だけ
は米山月間もあります。１１月は財団月間、以上の

９つがあります。 
 ５. 世界には幾つの地区がありますか。 

全部で５３０地区あります。 
 ６. 世界中を幾つのゾーンに分けていますか。 

全部で３４ゾーンに分けています。 
７. 国際ロータリーは、世界で一番古い奉仕団体です 
か。 
その通りです。 

 ８. 青少年交換に毎年何人位参加者がいますか。 
毎年７，０００人以上の学生がおります。 

 ９. 「ロータリーの友」は一冊幾らですか。 
２００円です。 

１０. 日本の女性ロータリアンは約何人ですか。 
昨年の９月現在、２，８６３人です。 

その他、余談ですが、昨年のガバナー公式訪問の時に

出た話ですが、ロータリーはボランティア団体なのに、
ＲＩの会長を務めると３年間で２，６４０万円の報酬が



出るのだそうです。また、ＲＩの会費を納めないクラブ
が世界では３７０もあるそうです。 
なお、日本では会費未納のクラブは一つもないそうで

す。ロータリーの規則を大事にするよりも、その目的を
大事にしたほうが良いのではないかと思います。 
 
 
ニコニコBOX委員会      入  利雄 委員 

（順不同・敬称略） 

真下 恵司   国際ロータリー第２５７０地区 財務 

委員 竹中 俊吾さん卓話もよろしく 
お願いします。 

（以下同文でご投入がありました。） 
武井 包光・下山 正男・戸谷  丈・萩原 達夫・ 
岡芹 正美・矢島 淳一・小林 雅幸・杉山 淑子・ 
佐藤 三郎・梅村 孝雄・三宅 健吉・高井 和夫・ 
渋谷 修身・古瀬 末雄・春山 茂之・高柳 育行・ 
齋藤 清一・福島 文江・岩本 英人・境野 定次・ 
内野 昭八郎・渋澤 健司・入  利雄 
 
堀田 辰一   本当にお世話になりました。本庄ロー

タリークラブの一員でいたことを誇り

に思います。 
石原 輝弥   １月はロータリー理解推進月間です。

ロータリーの友やガバナー月信を良く

読んで理解を深めましょう。 
松原 幹男   寒い季節です。風邪が流行っています。 

        身体を大切にしましょう。 
（以下同文でご投入がありました。） 

飯島 憲司・横尾 弘明 

南   正   早退します。 

 
 
 

 
★ 出席委員会        矢島 淳一 委員長 

 

（内メーキャップ２２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 

  

本日の投入金額合計￥３０，０００． 

 

会 員 数 

出席免除

会  員 

出席義務

会  員 

 

出席会員 

 

出 席 率 

 

１０３名 

 

６名 

 

９７名 

 

６８名 

 

69.6％ 

 

2月13日  洋食 
    Ａ スズキのムニエル・大根ソース 
    Ｂ サーロインステーキ 

チキンと季節野菜のスープ 
サラダ、ごはん、おしんこ、苺のパルフェ 

 

 
2月 20日   和食    

     Ａ 牡蠣の玉子とじ 
     Ｂ 鶏肉の胡麻味噌焼き 

小鉢、ごはん、味噌汁、香の物 

 

 

月 日 担当・月間 内    容 

 
２月 ６日 

 
世界理解月間 

卓話 後藤 芳生 国際奉仕委員長 
飯島 憲司 世界社会奉仕委員長 

 
 ２月１３日 

 

 
プログラム委員会 

 

 温故知新 卓話 パスト会長 
 戸谷 全克さん(本庄南RC創立会長)、金井 澄雄さん、 

古瀬 末雄さん 

 
 ２月２０日 

 
プログラム委員会 

２月２３日ロータリー創立記念日 
卓話 森 洋一郎 氏 

 
 ２月２７日 

国際奉仕委員会 
夜間例会 
（五州園） 

身近な国際交流 
  フィリピンの方々 



  
《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 
     ｢ブラジル国歌｣ ルドゥミラ マシエルさん 
 

 
 
 

来訪者  リディセ ミエル トンチェさん 
     青少年交換学生(来日) 

Maciel Ludmila マシエル ルドゥミラさん   
青少年交換学生(派遣)  五十嵐 一貴さん 
ホストファミリーの皆様 

 後藤 芳生さん、渋澤 健司さん、 
巴  高志さん、茂木  正さん 

 

 
 

 

 

会長挨拶・報告        梅村 孝雄 会長 

皆さん今晩は。今夜も厳しい寒さですが、大勢のお客
様をお迎えしての夜間例会が開催される事は嬉しい限り

です。時間の許す限り例会を楽しんでください。 
本日のお客さまを御紹介します。遥遥、ブラジルから、

本庄ＲＣに来ました、本日の主役のお客様、ルドミラル 

マシュエルさんです。その通訳を御願いした、メキシコ
出身のリデッセさん。そして交換学生を一年間交代でお

世話いただくホストファミリーの皆さんです。 
マシュエルさんはブラジルからの交換留学生として、

一年間本庄ＲＣでお世話する事になりました。普段着の

お付き合いを宜しくお願いいたします。 
４０時間近い長旅の為か、２５日に成田空港にて始め

てあった時にはかなり疲れた様子でした。無理もありま
せん。１７歳の少女が一人で地球の裏側、映像では見た
事があるでしょうが、異境の地日本、そして本庄はどん

なところか、心配で機内の食事も喉を通らなかったこと
でしょう。 

 本庄に着いてから,小林幹事宅で小休止したとき、小林
夫人が無事日本についた事をブラジルの御両親に伝えた
ら言いましたら、一週間は電話はしない事を両親と約束

してきました。今電話すると何かが起きたのかと心配し
ます。私は大丈夫ですと、けなげな言葉にびっくりしま

した。 
５日ぶりに会いましたが、後藤ファミリーの暖かい歓

迎で顔色もよく元気な姿に安心致しました。 

迎えに行って驚いたのは、日本の気候を何も知らべず
に来たのか、着ているものが袖なしシャツと夏の上着で、

本人は冬の仕度をしてきたと、一応防寒着らしきものは
持ってはいましたが、今の寒さ対策にはなりません。 
送り出す際のオリエンテーションがきちんと現地情報を

捕らえているのかと疑問に感じました。 
次に紹介する、五十嵐君がブラジルに行く時は、十二

分に気をつけてください。本庄ＲＣがブラジルに派遣す
る、五十嵐君を紹介します。本庄高校の優秀な学生です。 
次に田中広樹さんが仕事の都合上交代となります。本

日お出でいただきましたので御挨拶いただきます。 
  

 
 
 

 

夜間例会 

青少年交換学生 ルドゥミラ･マシエルさん 

ウェカムパーティー 

（五州園）



 
◆ルドゥミラ マシエルさん挨拶 
 
 

 
 
日本へ来ることは夢でした。来れてうれしいですけど、

心配もあります。生活が違うので皆さん応援してくださ
い。やりたいことは日本語を覚えることです。よろしく

お願いします。 
 
 
◆五十嵐 一貴さん挨拶 
 

 
 
７月からブラジルに行きます。ルドゥミラさんに教え

てもらってポルトガル語を勉強していきます。日本の良

いところをたくさん紹介したいと思います。 
 
 
◆リディセ ミエル トンチェさん挨拶 
 

 
  
先日、例会にお邪魔させて頂きましたリディセ ミエ

ル トンチェです。今夜はルドゥミラさんの通訳として参

りました。宜しくお願いします。 
 
 
 

 
 
◆田中 宏樹さん挨拶 
 

 
 
１年足らずと短い間でしたが、会報委員をやらせて頂

き、皆様の卓話やロータリー精神を原稿をおこすことで
身についたと思います。本当にありがとうございました 

 
 

★ゴルフ部         金子 弘 ゴルフ部長 
 

 
 
本庄南ロータリークラブ１０周年記念と併せて３月

２７日に合同コンペを開催します。登録料は不要です。 
 また、５月１日に４０周年記念コンペを岡部地産カン

トリークラブで開催します。一両日中には詳しい案内を
出しますので奮ってご参加ください。 
 尚、６月２７日開催予定のサヨナラコンペは５月１日

の４０周年記念コンペに代えさせて頂きますのでご了承
ください。 
 
 

ニコニコBOX委員会     関根 昇 副委員長 

（順不同・敬称略） 
古瀬 末雄   交換留学生(ブラジル)ルドゥミラ マ

シエルさんようこそ本庄ロータリーク
ラブへ。会員一同歓迎します。 

（以下同文でご投入がありました。） 
神宮 つぐよ・岡芹 正美・小林 雅幸・野澤 章夫 
岡崎 正六・杉山 淑子・岩本 英人・佐藤 賀則・ 
橋本 恒男・竹並 紀松・渋澤 健司・石原 輝弥・ 
田中 宏樹・境野 定次・立石 秀寿・下山 正男・ 
 



 
 
笠原  勝・飯島 憲司・南   正・関根  昇・ 
小此木 利明 
 
福島 文江   交換留学生(日本から)五十嵐 一貴君 

身体を大切に、しっかり勉強して来て
ください。 

（以下同文でご投入がありました。） 
高柳 育行 

 
萩原 達夫   受入交換留学生のホストファミリーの

皆さんご苦労様です。ご協力感謝しま

す。 
（以下同文でご投入がありました。） 

岡根  曻・梅村 孝雄・藤井  仁・春山 茂之・ 
高井 和夫・渋谷 修身 
 
巴  高志   Miss Ludmila Macielさん本庄ロータ

リークラブへようこそ。１年間たのし

い日本での生活を送って下さい。 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

    
 
 
 

 
 
 

本日の投入金額合計￥３２，０００． 

国際奉仕委員会協力金 
本日の投入金額合計￥２２，５００． 

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、 
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 
  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 



 
 
 
 


