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《本日の例会》 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
点 鍾  午後12時 30分 

進 行  岩渕 富男 ＳＡＡ 
ソング  ｢我らの生業｣斉唱 
来訪者  元本庄東中学校 校長 柴崎 起三雄様 

     本庄市PTA連合会 会長 大谷 昌久様 
 

会長挨拶・報告     梅村 孝雄 会長 

 

皆さん今日は。本日のお客様をご紹介いたします。 
柴崎起三雄様です。元本庄東中学校校長です。大谷  昌

久様で本庄市ＰＴＡ連合会会長です。  
本日は、生命の大切さ、尊さについてお話させていた

だきます。先ごろ、熊谷で起きた、中学生による傷害致

死事件は衝撃的なニュースでした。何となく胡散臭い、
気味悪い、等との些細な理由で抵抗できないほど痛めつ

け、死に至らしめるほどの暴力行為をごく普通の中学生
が集団で行った事実は理解出来ない又信じたくない出来
事でした。高校生による集団暴行による殺人など、若者

によるこのような犯罪はここ数年全国的に頻発しており
ます。このような事件が起きますと、自治体やＰＴＡ，

マスコミ関係からは、二度とこのような事件を起こして
はいけない、命の尊さ、大切さを周知させようとの宣言
やアピールが出てきます。本庄市からも、本庄ＲＣ宛て

に、日々の活動において、思いやりのある豊かな青少年
の育成に御尽力いただきますよう御願いします。との依

頼文が届いております。 
 

 

しかし、なぜこのような被害者は勿論、加害者本人そ
の家族その他関係する全ての人々を悲しみと不幸にして
しまう事が明白なのに、イライラしたとかムカツクとか

ストレス発散の為とかなど、信じられない理由で世間を
騒がせる事件を起こし、事の重大さに後で驚く、この原

因は何処にあるかと考えて見ましょう。 
これからは、私の独断と偏見の世界ですからお聞き苦

しい点や御批判はあると思いますが日頃思っている事を

お話させてください。 
戦後５０年、壊滅的な農業と教育の荒廃を招いたのは、

農協と農林省、日教組と文部省と言われます。特に青少
年問題が頻発してきた時期は、日教組活動が盛んになり、
中国の文化大革命を賛美し『造反有理』などの言葉に騙

された左翼系、共産主義思想に毒された幹部が勢力を持
った時期に、日本の教育の乱れが始まったのではないで

しょうか。自由な思想と豊かな社会を目指して頑張った
時期が過ぎ、繁栄に浮かれた時を迎えた人々は、楽しさ
のみを求めます。そして一度口にした甘い蜜は、その味

を追い求めていきます。そして現実的には、どんな物で
も今まででは手に入れるには不可能で有った物が、あら

ゆる手段で今では容易に手に入れることが出来ます。 
そして教育の現場においては、厳しい指導より、やさし
い楽しい、しかし無責任な教師がＰＴＡのお母さん方に

人気があったのではないでしょうか。そのような環境で
育った若者に事の善し悪しを諮る尺度を決める事は出来

ません。新人類と言われていた親の子供は、何と名づけ
て呼んでいいか判りませんが、いわゆる常識を超えた事
を平然と行います。さすが、流行遅れかガン黒は余り見

なくなりましたが、今現在の茶髪高校生がお母さんお父
さんになる頃は日本はどんなに変化している事か想像で

きません。会員皆様は、民間放送ＴＶアナウンサーのし
ゃべり方が煩く感じませんか。あらゆる番組でなぜこん
なに、煩く、早口で、猥雑で、押し付けがましくしゃべ

り散らすのかと感じていると思います。それに輪を掛け
た番組の途中で入るテロップの、これでもかと言うほど

のくどさ、馬鹿げたタレントを起用したなんとも見てて 
 

  
卓   話 

本庄を知ろう 

｢本庄宿の二人｣ 
元本庄東中学校 校長 柴崎 起三雄様 

 

 



 
も薄ら寒くなるような視聴者に媚びたお笑い番組の愚劣
さ、品の無さなど、そして極めつけはＣＭとして流され

る何とも刺激的ではあるが理性や品性を感じさせない、
サラ金やサラ金まがいの大手銀行の退廃的映像こそ現在

の社会の現状を映し出してるとは思いませんか。美しい
と言われる日本語は、何処にいってしまったのか。社会
の木鐸として誇っていた新聞社が経営するＴＶ各社の流

す様々な情報は、いつのまにか日本人の品性と理性を年
代を問わずスポイルしているのではないかと思います。 

又若者が好んで聞く音楽も、私が聞きますと何かカタカ
ナ交じりで意味は不明、何となく不安感を覚えるような
雰囲気になります。音楽を聴く事は心を癒し静めるのが

目的と思われますが、コンサートの様子などを見ますと
ストレスの発散の為にあるとの印象です。 

私が言いたいのは、青少年が非行を引き起こした原因、
要因を作ったのは、全てその時代の大人の責任だと思い
ます。いつの時代においても非行少年はいました。だが

しかし、こんなに人間の尊厳を奪うほど行動を平然と起
こすなど考えられません。今こそこのままで良いのかと

の反省こそ大切ではないでしょうか。今の日本は情報社
会です。その情報社会の情報を発信する源、全てのマス
コミが理性と品性と反省を込めて情報の伝達についての

配慮が求められます。昨日に、カレー毒物事件において
のマスコミ各社の対応についても検察側より、反省の意

見も出ており、ノーベル賞受賞の田中さん報道について
も世界の顰蹙を買いました。当然だと思います。売らん
かなの商業、ビジネス優先思想が社会の様々な歪みを作

ってきたと考えられます。 
ＲＩのテーマ、慈愛の種を播きましょう。今こそロー

タリー活動で次の世代をになう若者にこの思想を理解し
てもらう努力こそ求められると考えます。 
 

 

幹 事 報 告     小林 雅幸 幹事 

 
・ 来年６月に開催されます、国際ロータリー年次大会

への参加ツアーの案内が、東日観光（株）より届い 
ております。 

・ 例会変更の案内が川本ＲＣ・皆野長瀞ＲＣ・岡部Ｒ
Ｃ・本庄南ＲＣより届いております。 

・ 会報が川本ＲＣより届いております。 
・ 来年の予定は、次の通りですのでよろしくお願いし

ます。 
１月 ２日（木） 休会 
１月 ９日（木）１８：３０ 新年会 

（本庄南ＲＣ合同）五州園 
 

 
１月１６日（木）１２：３０ 通常例会 

（クラブ協議会）埼玉グランドホテル 
四大奉仕委員長は発表の準備をお願いします。 

・ 半期決算を行ないますので、立て替え金等ありまし

たら１２月中に幹事又は事務局までお願いします。 
 
 
 
◆次年度ＳＡＡ発表   高井 和夫 会長エレクト 
      

 
   
次年度ＳＡＡ選任に付いて、本庄クラブの役員選挙に

関する申し合わせ事項によりますと、総会後一週間以内
に次年度理事会を開催しＳＡＡの選任を行う。そこで先
週の年次総会後に次年度理事会を開催いたしまして橋本

恒夫さんをＳＡＡチーフに選任させて戴きました。 
 橋本さんはロータリー歴９年でございまして理事数回、

ニコニコＢＯＸ、会員増強、地域発展の各委員長を歴任
されております。よろしくお願い致します。それでは橋
本さんと前回時間の都合で挨拶できなかった石川さんに

ご挨拶をお願いします。 
 

 
◆石川 季生さん挨拶 
 

 
  
１２月の第一例会の年次総会において、２００４年か

ら２００５年の会長予定者にご承認頂いた石川で御座い

ます。よろしくお願い致します。入会後２０年になりま
すが、ご承認頂いた以上頑張ってまいりたいと思います

が、幸いにも幹事にベテランの萩原さんに快くお引き受
け頂いて感謝しております、共々頑張ってまいりますの
でよろしくお願い致します 
 



 
◆橋本 恒男さん挨拶 
 

 
 
 高井、斉藤年度でＳＡＡを担当しますが、先輩の皆様
方のご指導を受けながら日々、勉強で頑張りたいと思っ

ております。よろしくお願い致します。 
 
 
◆竹並 栄一郎 本庄市自治会連合会会長さん挨拶 
 

 
  
自治会連合会より書き損じ葉書回収の件について去

る１０日に全体会議を開催し回収のお願いの文章につい

て協議致しました。ロータリーの担当は国際奉仕委員長
の後藤さん、飯島さんです。また４９自治会長にも新年

になったら配布のお願いしておきました。この件につい
て加藤玄静さんと私がロータリーとのパイプ役をしてお
ります。本庄ロータリーが県内において良い成績があげ

られるのは４９自治会長さんのご尽力の賜物であると本
庄ロータリークラブからの感謝の意をお伝えしておきま

した。以上ご報告致します 
 
 

委員会報告  

★親睦活動委員会      阪上 清之介 委員長 
 

 

  
19日（木）クリスマスパーティー 参加者120名程

度となっております。今回は楽しいアトラクション、ゲ

ストを呼んでいます。ワインも厳選致しましたので十分
堪能できるワインであると思います。どうぞ楽しみにし

ていて下さい。 
 

 
★地域発展委員会       金井 直樹 委員長 
 

 
 
楽市の売上金より本庄カルタ大会のトロフィー、盾を

作製しました。本日梅村会長より本庄市ＰＴＡ連合会会

長大谷氏へ贈呈いたします。 
 

 
 
 
◆本庄市ＰＴＡ連合会  会長 大谷 昌久 様挨拶 

 

 
  
素晴らしいトロフィーを有難うございます。カルタ大

会も１９回を重ねてまいり、ＰＴＡ連合会の歴史ある仕
事となっております。本日頂いたトロフィーを子供たち

の為に大切に使わせて頂きます。 
  
 
 



 

卓  話 
 
・ 紹 介 プログラム委員会 佐藤 賀則 委員長  
 

 

  

本庄を知ろうシリーズの卓話講師とし元本庄東中学
校校長などを歴任された柴崎起美雄先生に本庄宿の二人
について卓話を頂きます。 
 
 

・ 元本庄東中学校   校長  柴崎 起三雄 様 
本庄を知ろう 

｢本庄宿の二人｣ 
 

 
 
明治以前に日本人名大辞典に載っている本庄の人は

一人であり、本庄 普一であります。（１７９８～１８４

６）彼は本庄の医師であり、名を俊篤。医家・父正俊の
二男として本町に生まれ、日本、中国、オランダ医学に

ついて研究しました。花岡青洲の乳がん手術図を模写。
後に諸国を遍歴し、名医を訪ね，秘薬を求め、病人を普
く救うことを自分に課し普一と号しました。文政８年長

崎に至りオランダ医術を習得し、シーボルトも治すこと
のできなかった清人の眼病を手術によって治療して名

声をなしました。 
文政１０年頃本庄に戻り内科、外科、眼科を開業いた

しました。傍ら「眼科錦嚢」「続眼科錦嚢」他を刊行。雅

会にも文人として出席しました。彼から学ぶべきことは
大成した人物の多くは、 

１、仕事上よきライバルを持っていること。 
 

２、専門以外でも得意分野をもっている。 
３、後継者を育てている。 

以上３点であります。 

本庄にもこんなにすばらしい歴史上の人物がいるのにど
うも本庄の人が知らない。是非本庄の誇りとして本庄普

一を広めてもらいたいと思います。 
 もうひとりは、森田富香であります。彼は、代々森田
助佐衛門を襲名し、問屋役を務めるが父親の代に、住民

投票により名主役に選出され、以後名主兼問屋役を勤め
ていました。彼は、人格高潔で信仰心に厚く、日光に莫

大な奉納金や高野山に橋等を寄進、また、足尾銅山不況
時の文化１３年には戸谷半兵衛、森田市郎佐衛門等と共
に１千両を上納して困窮者の救援にあたりました。また

学問を好み、国学を修めました。 
  
 
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  ｢本庄を知ろうシリーズ｣元本庄東中学校 
校長 柴崎 起三雄様卓話ありがとう、

ございます。 
（以下同文でご投入がありました。） 

渋谷 修身・境野 定次・入  利雄・横尾 弘明・ 
高井 和夫・金子  弘・下山 正男・岩渕 富男・ 
塚越 至信・並木 孝幸・佐藤 賀則・茂木 敏彦・ 
福島 文江・近藤 伸侑・笠原  勝・戸谷  丈・ 
春山 茂之・石原 輝弥・立石 秀寿・岩本 英人・ 
八木 茂幸・南   正・富沢  理・三宅 健吉・ 
武井 包光・梅村 孝雄・古瀬 末雄・野澤 章夫・ 
齋藤 清一・堀田 辰一・佐藤 敬一・小林 雅幸 
 
後藤 芳生  今日の会長あいさつに全く同感です。 
金井 澄雄  ニコニコ委員会に最大の敬意を払います。 

高柳 育行  欠席がちなので。 
矢島 淳一  ニコニコご苦労様です。 

 
 
 

 
 

★ 出席委員会        矢島 淳一 委員長 

（内メーキャップ１８名）   
 

 

本日の投入金額合計￥３７，０００ 

 

会 員 数 

出席免除

会  員 

出席義務

会  員 

 

出席会員 

 

出 席 率 

 

１０５名 

 

６名 

 

９９名 

 

７７名 

 

78.2％ 



 
《本日の例会》

 

 
 

 
 
 

 
点 鐘  午後18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 

 皆さん今晩は。本日はクリスマス例会です。１２０名
以上の会員御家族が,厳しい寒さの中お集まりいただき

ました。嬉しい限りです。世紀末を思わせるような大不
況の嵐が吹きすさぶ今日この頃ですが、多くの人々が集

える幸せに感謝しております。 
今年度も半分が過ぎようとしておりますが、なんとか

会長職を勤めさせていただいているのも会員並びに御家

族皆様の応援のお陰です。心から御礼申し上げます。 
これまで半年間の我々の事業や奉仕活動は、昨日発行さ

れた情報誌「ひびき」に詳しく紹介されております。本
庄ロータリークラブがゴルフや夜の会合だけでなく様々
な、行動を起こしている事が項目別に詳しく報道されて

います。読んでいただければ今年度ＲＩのテーマ『慈愛
の種を播きましょう』そして『温故知新。本庄を知ろう。

身近な国際交流』の我が本庄ロータリークラブの活動方
針を御理解いただける事と確信しております。又毎週発
行されている新しい感覚のクラブ会報も合わせて御一読

ください。 
来月からは、後半の活動が始まりますが皆様に幾つか

の御願いがあります。その一つは、国際奉仕活動の中で
も、交換学生制度は大変意重要な事業です。今年度は送
り出しも受け入れも無いという事で安心しておりました

が、ブラジルから突然に１２月末に女子高校生を送るか
ら受け入れて欲しいとの緊急連絡が入りました。とんで

もない話と拒否することは可能ですが、送り出す学生の
事もあり、後藤国際奉仕委員長を中心に協議した結果、
一ヶ月伸ばしてもらい1月末に受け入れる事になりまし

た。１６歳のブラジルの女の子を一年間ホームステイで
預かるわけですから、大変な事ですが今まで何人かの外

国の高校生が本庄に来ております。様々な異なる文化や
価値観と直接触れ合う体験は、学生のみならず受け入れ 
 

 

 

 
ていただいた御家族にも貴重な体験として、喜ばれてお

ります。今年度は、お客様扱いをしない、自然体で日本
人の普通の生活を楽しんでもらおうとの考えで、受け入
れを検討しております。会員皆様と奥様にもそこのとこ

ろ御理解の上、多少の時間をこの事業にご協力ください。
食事に呼んで仲良くなってから一、二泊、泊めていただ

くこの程度でも十分ですので、宜しく御願い致します。 
二つ目は、来年５月１５日に本庄ロータリークラブは

創立４０周年を迎えます。関根パスト会長に実行委員長

を御願いしてその準備に入っております。記念式典には、
会員のみならず奥様にも４０周年を一緒に楽しんでいた

だきたいと考えております。改めて御案内いたしますが
５月１５日宜しく御願い致します。 
最後になりますが、１月からは高井会長、斎藤幹事年

度の準備がスタートいたします。役員、理事の方々のみ
ならず、会員皆様にも様々な会合や会議が予定されます。 

どうしても夜間に開く事が多くなりますが、又ロータリ
ーなの、毎晩遅くまで集まって何やってるのなど一言言
いたい、奥様方のお気持ちは十二分に理解出来ますが、

せめて世の為人の為にご苦労さんですね。なるべく早く
帰ってね。程度で送り出してください。そうすれば会議

終了後は真っ直ぐ帰宅し、家庭の平和は保たれ、本庄ロ
ータリークラブの活動は益々活発になります。 
さて、本日は親睦委員会が腕によりを掛けて計画しま

した。何が起きるか楽しみです。お料理と飲み物はグラ
ンドホテルさんが、採算を度外視、献立を何度も練りな

おし、皆様に満足の行く物を提供してくれる手はずにな
っています。 
本日御出席の御夫妻は本当に仲の良いことで、うらや

ましい限りです。奥さんと仲良くし、満足してもらえな
いようでは、これはもう男は失格と言われます。私と小

林幹事はその失格者みたいではありますが、実態は大違
いで、今でも同じ会社で朝から晩まで働き、買い物や食
事もいつも一緒ですし、一つ屋根の下、同じ部屋で、同

じ布団とまでとは言えませんが仲良く暮らしております。
御安心ください。 

最後に、健康に関する情報をお伝えします。この近辺
では余り聞こえておりませんが、悪質なインフルエンザ
が都内で流行してきました。板橋付近より荒川を越えて

埼玉県方面に向かってきております。予防には、ワクチ
ンしかありません。今なら間に合います。ロータリーメ

ンバーの先生に早速予約を入れて、接種する事をお勧め
します。予防に勝る治療は有りません。 
  

 

 

クリスマス例会 
 



 

ニコニコBOX委員会     関根 昇 副委員長 

（順不同・敬称略） 
関根  貢   本日は、クリスマスパーティーです。 
        皆さんよろしくお願いします。 
（以下同文でご投入がありました。） 
中村  孝・神宮 つぐよ・岡根  曻・高柳 育行・ 
萩原 達夫・水上 登美晃・福島 文江・江原 栄一・ 
矢島 淳一・小此木 昭二・巴  高志・野澤 章夫・ 
戸谷 清一・牛久保 佳郎・岡芹 正美 ・春山 茂之・ 
石原 輝弥・小此木 利明・橋本 恒男・野田 貞之・ 
渋谷 修身・竹並 栄一郎・岡崎 正六・立石 秀寿・ 
高井 和夫・笠原  勝・齋藤 清一・境野 定次・ 
竹並 紀松・茂木  正・下山 正男・堀田 辰一・ 
田中 宏樹・金子  弘・飯島 憲司・三宅 健吉・ 
狩野 輝昭・富沢  理・井河 久昇・佐藤 三郎・ 
石川 季生・戸谷  丈・杉山 淑子・塚越 至信・ 
鈴木 学也・田中  克・入  利雄・松原 幹男・ 
田沼  正・藤井  仁・小林 雅幸・関根  昇・ 
内野 昭八郎 
 
梅村 孝雄   １２０名を超える参加者で恒例のＸマ

スパーティーを開くことが出来る幸せ
を、噛み締めております。今宵ゆっく

りと楽しませていただきます。 
（以下同文でご投入がありました。） 

小林 雅幸 

 
岩本 英人   二人の為に幸あることを、アーメン 
髙橋 福八   長男祐介が結婚致しました。 
加藤 玄静   次回の例会は還暦の年です。二回目の

還暦を目指して。 
 
 

 
 
 

 
 
★ 出席委員会        矢島 淳一 委員長 
 

（内メーキャップ２０名） 
 

 

※ クリスマスパーティー （親睦活動委員会）    

司 会          渋澤 健司 委員 
  

 
皆様大変お待たせいたしました。今年度クリスマスパ

ーテーを開催いたします。 
 

 
委員長挨拶      阪上 清之介 委員長 

 

 
 多数のご出席を頂きまして有難うございます。４名

で親睦委員会を運営致しております。本日は東京の方か
ら暗黒魔術団とオールデイーズによ魔術と音楽にょる大

変楽しい２時間のひとときを過ごせる様組み立てたつも
りで御座います。料理の方も試食を重ねメニュー、味付、

ワインも会長を含め検討を加えたもので御座います。出
席できない方が残念がる様な内容で御座います。最後ま
でどうぞお楽しみ頂きたいと存じます。 

 
 

乾 杯         春山 茂之 直前会長 
 

 
皆様今晩は。前年度は御協力を頂き有難う御座いまし

た。早いものでもう半年が経過致しました。来年度は高
井年度と言うことで益々のロータリーの発展と皆様のご
健勝そして世界が平和であることを御祈念申し上げます。 

 

本日の投入金額合計￥６７，０００． 

 

会 員 数 

出席免除

会  員 

出席義務

会  員 

 

出席会員 

 

出 席 率 

 

１０５名 

 

６名 

 

９９名 

 

７９名 

 

１００％ 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
閉会の辞         渋谷 修身 副会長 

 

 
 
今夜はお楽しみ頂けたでしょうか。楽しい企画をして

頂いた親睦委員会の皆さん有難う御座いました。お残り

惜しいですが今年度クリスマスパーテイーを閉会と致し
ます。 

 

 
 

 
予定表 プログラム委員会 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

食事メニュー  ＳＡＡ 

埼玉グランドホテル本庄 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

月 日 担当・月間 内    容 

 
１月１９日 

 
 

新年会（本庄南ＲＣ合同） 
（五州園） 

 

１月１６日 

 

 

クラブ協議会 

     四大奉仕委員長（中間報告） 

 
１月２３日 

 
ロータリー情報委員会 

卓 話 
    竹中 俊吾さん 

 

１月３０日 

国際奉仕委員会 

夜間例会 
（五州園） 

身近な国際交流 

    富沢 理さんの紹介 
 ウェルカム･パーティー 

 

1月16日  和食（弁当） 
    Ａ 牛肉と厚揚げ煮 
    Ｂ 鯖と野菜の味噌風味 

造り変わり、八寸、揚物、 
御飯、汁変わり、香の物 

 

1月23日  洋食（定食） 
Ａ定食 ハンバーグステーキ･大根卸しソース 
Ｂ定食 鱈のピカタ・茸ソース  

車海老のスープ、季節野菜のサラダ 
おしんこ、御飯、シャーベット 

 

2月6日  和食（どんぶり） 
Ａ定食 豚ロース卸しがけ丼 
Ｂ定食 鮭親子丼  

小鉢、味噌汁、香の物 

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.co.jp/hp/HRotary/index.html 


