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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  ｢我等の生業｣斉唱 
 来訪者  本庄南ＲＣ創立会長 戸谷 全克 様 

 
 

会長挨拶・報告     梅村 孝雄 会長 

皆さん今日は。本日のお客様を御紹介いたします。 

本庄南ＲＣの戸谷全克さんです。本日は、歴代会長卓話
シリーズのお一人としてお招きいたしました。久しぶり
の本庄ＲＣの例会を楽しんで下さい。又会長時代の思い

出話などお話戴ければ幸いです。 
第一例会日終了後に開かれた、パスト会長幹事会につ

いて、議長を務めていただいた、戸谷 丈さんより、御
報告を御願い致します。 
残念ながら、長引く不況の影響なのかＲＣの退会者が

全国的に増えております。正直なところ本庄ＲＣでも例
外では有りません。退会者の言い分を聞いて見ますと、

もっとものようなセリフが聞こえてきますが,自分勝手
な又自分の都合ばかりで、入会時に情報委員会によって
理解を得ていると考えられる、ロータリアンとして守ら

なければいけない様さまな事柄について、そして退会す
る事で紹介者やクラブに迷惑を掛ける事など何も考えて

いないようで、さびしい限りです。本人はそれで良いの
でしょうが、クラブにとっては大変迷惑の話です。これ
以上話を続けると不都合な発言と成りそうなので挨拶は

終わりと致します。 

 
 
◆指名委員会          戸谷  丈 議長 
 

 
次年度会長エレクトが石川 季生さんから加藤玄静

さんになられました。 
 
 
◆加藤 玄静さん挨拶            
 

 
今年は、勉強の年と心得て、４０周年をしっかり終え 

て会長年度へ繋げたいと考えております。 
 
 
◆指名委員会         竹中 俊吾 副議長 
 
 

 
  

 
卓   話 

戸谷 全克 パスト会長 
金井 澄雄 パスト会長 

古瀬 末雄 パスト会長 

 



 
加藤さんの年度は、ロータリー設立１００周年に当た

ります。人物として会長職に相応しい人ではありますが、

如何せん皆様の協力無くしてはこの職務は務まりません。
何卒、会員の方々のご協力を宜しくお願いしまして激励

の言葉と致します。 
 
 

幹 事 報 告     小林 雅幸 幹事 

・ Ｒ．Ｉ．よりザ・ロータリアンが届いております。 
・ 会報が川本・深谷東・本庄南の各ＲＣより届いてお

ります。 
・ Ｉ．Ｍ．の出欠のご返事を期日（２月２４日）まで

にお願いします。今日現在４２名より回答をいただ

いて、２２名の方が出席です。 
・ ぼらんてぃあにゅーす届いております。 
・ 本庄市ＰＴＡ連合会より、第１９回本庄市かるた大

会のお礼状が届いております。 
・ 年度計画書に記載されていない方の追加名簿を用

意しましたのでご利用ください。 
 
 

 

委員会報告 

 
★米山奨学会委員会      横尾 セツ 委員長 
 

 
  ファンドフェローと米山功労者の表彰を行ないます。 
 
・ファンドフェロー 

岡根  曻さん、佐藤 賀則さん、野澤 章夫さん 
 

 
  

 
・米山功労者 
  梅村 孝雄さん、小林 雅幸さん、黒岩 三雄さん、

渋谷 修身さん、田沼  正さん 
 

 
 

 
★国際奉仕委員会       後藤 芳生 委員長 
 

 
留学生ルドゥミラさんの近況報告を致します。まわり

の皆に気を遣い、お金も余り使わないようです。ブラジ

ルの家族にビデオを撮って見せたいので、1 年間ビデオ
を貸して頂けるメンバーがいたらお願い致します。 
 
 
 

卓  話 

 
・紹 介 プログラム委員会 佐藤 賀則 委員長 

 

 
 今日は。歴代会長卓話シリーズで本日は本庄南ロー

タリークラブより、本庄ＲＣパスト会長も歴任された
戸谷 全克さん、金井 澄雄さん、古瀬 末雄さんに

お願い致します。 
 
 
 



 
・戸谷 全克 パスト会長 
 

 
  
私は、当クラブで２８代目の会長を仰せつかりました。 
その後、南ロータリークラブの設立に携わり初代会長 

に就任し、そのお陰で会長を通算３期経験しました。入
会してから２５年目になり入会当時を振り返るとロータ

リーでは、出席が大事なことであると言われ、体の弱い
私が続くだろうかと不安でいっぱいでした。そして、他 
界してしまった岡先生とは、大変親しくして頂きました。 
また、会長の時は、「ロータリーの森作り」でＲＩの

最優秀賞を頂きました。 
現在では、私の目標として一生無欠席を達成すること

に努力をして行きたいと思っております。 
南ロータリーも３月に１０周年がありますのでどう

ぞ宜しくお願いいたします。 
 
 
・金井 澄雄 パスト会長 

 

 
 
インフルエンザに罹ってしました。 
私は１９８１年の入会ですが入会に３年間かかりま

した。後で分かったことですが反対者が８人もおり紹介
者の大塚さんが根回しをし反対の８人に推薦者になって

貰いやっとロータリークラブに入会することが出来まし
た。 
入会して、初めて欠席したときやバッジを忘れてしま

った時いろいろ指摘され、ロータリーとは大変なクラブ
であると当時は思いました。 
しかし、友人にロータリーは、奉仕の喜びを感じ、自

己研鑽と忍耐力を付ける道場であると諭され、何とか続
けてきました。会長に指名されるときも、幹事経験の無 
 

 
い唯一の会長でしたが幹事に素晴らしい高井さんを付け
て頂き大変感謝しております。 
会長エレクトになって最初の仕事はノミネイトを決

めることで、古瀬さんにお願いしたところ、三つの質問

（１-例会場を静かにする２-１０年も欠席している会員
に出席してもらう３-私が受けられない時の人を）に答え
られたら受けましょうと言われましたがロータリアンの

友情と援助で乗り越えられました。 
それから、ガバナー補佐までも経験させて頂きました。 
これからも一会員としてクラブに協力していきたい 
と思っています。 

 
 
・古瀬 末雄 パスト会長 

 

 
   
私は自宅が東京で会社が本庄にあり、取引先の銀行 

から紹介を受け入会しました。 
丁度３０周年の時の会長を仰せつかりましたがそ 

の時の幹事の竹中さんには大変ご協力を頂きました。 
当時は会員数が９１人でした。その年に手がけた行 

事が、本庄市役所の落成にあたり、絵画を寄贈したのと
フラワーパークに時計台を寄付させていただきました。   
その当時、ロータリーに女性会員を入会させようと運

動が盛り上がり、当クラブも現在５人の女性会員が活躍
しております。 
以前と比べると、ロータリーは、入会の職業分類が広

げられ、出席率が大幅に緩和されたと思います。 
これからも、クラブの方々の友情に感謝をし、私の出

来る事は何でもしようと考えております。 
 
 
 

ニコニコBOX委員会    関根  昇 副委員長   

（順不同・敬称略） 
戸谷 全克   歴代会長スピーチ  戸谷 全克さん 

金井 澄雄さん、古瀬 末雄さん、 
卓話よろくお願いします。   

（以下同文でご投入がありました。） 

梅村 孝雄・小林 雅幸・三宅 健吉・立石 秀寿・ 
 



 
杉山 淑子・佐藤 賀則・齋藤 清一・小此木 昭二・ 
横尾 弘明・田中  克・境野 定次・戸谷  丈・ 

下山 正男・関根  昇・横尾 セツ・矢島 淳一・ 
武井 包光・笠原  勝・入  利雄・佐藤 三郎・ 

高井 和夫・石原 輝弥・春山 茂之・加藤 玄静・ 
中村  孝 
 

金井 澄雄   つたない卓話ですが、よろしくお願い 
します。 

岩渕 富男   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。 

(以下同文でご投入がありました。) 

渡辺  優・岡根  曻・久保 英光・古瀬 末雄・ 
茂木  正 

 
岩本 英人   明日はバレンタインデー どんなもの 

が、美しい女性から贈られるか楽しみ 

です。 
 

 
 
 

 
 

★ 出席委員会         岡根  曻 委員 
 

 （内メーキャップ２０名） 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事メニュー  ＳＡＡ 

埼玉グランドホテル本庄 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の投入金額合計￥３８，０００． 

 

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 

 

７１．３％ 

 
3月13日  洋食（どんぶり） 

     Ａ ステーキ丼 
     Ｂ 海鮮丼 

季節野菜のサラダ、おしんこ、 
シャーベット 

 

 

3月20日  和食（定食） 
Ａ 和風ハンバーグ 

Ｂ 鯛と春野菜の焚き合せ 
     小鉢、しじみ汁、御飯、おしんこ 
 

 
4月 3日  洋食（弁当）    
     Ａ 若鶏の唐揚げ 

     Ｂ 豚フィレ肉のカツレツ 
     季節野菜入りスープ、御飯、マグロのカル

パッチョ、季節野菜のミートソース和え、 
鰆のムニエル 

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 
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