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《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  ｢奉仕の理想｣斉唱 
     ｢四つのテスト｣斉唱 

           竹中 俊吾 ソングリーダー 
来訪者  Ｒ.Ｉ第２５７０地区 第４グループ 
          ガバナー補佐 宮前 洋一 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。Ｒ
Ｉ２５７０地区 第４グループ ガバナー補佐 宮前 

洋一様です。はるばる秩父から 秩父鉄道にて熊谷経由高
崎線にて、本庄まで私たちの為にお出でいただきました
事に御礼申し上げます。宮前ガバナー補佐とは、三度に

渡る、会長幹事会で親しくご指導いただいております。 
今年度５名のガバナー補佐の中で、ロータリーに対する

情熱、人格識見それにもまして人柄の良さでは最高のガ
バナー補佐です。ガバナー補佐となると、ロータリー用
語を駆使してその知識をひけらかす嫌みな人物が見られ

ますが、判り易い言葉でロータリーを楽しもうとのお話
には素直に共鳴出来るものが有ります。本日の卓話は楽

しみです。 
本日は、１１時よりガバナー公式訪問に備えての準備

で小林幹事同席の下、様々な事項のご確認ご指導をいた

だきました。本庄ＲＣのきちんと整理された書類一式に
はガバナー補佐からも合格点をいただきました。これも

一重に４０周年を迎える我がクラブの歴史を作ってきた 
 

 

パスト会長、幹事のご努力とそれを支えて来た会員皆様
と事務局のお陰とこの場を借りて皆様に御礼申し上げま
す。 

１９日には、第一回職奉セミナーが開催され、各地区
より職奉事例発表がありました。第４グループより、我

がクラブの立石さんが代表で発表しました。職業柄話が
上手いのではないかと勝手に推薦したのですが、素晴ら
しい内容で正直なところびっくりしました。プログラム

委員会と相談して早い機会に例会で皆さんに聴いていた
だけるよう手配いたします。先回の会長幹事会において

の、萩原さんのスピ－チもそうでしたが我がクラブには
良い人材が豊富であり、嬉しい限りです。 
今月は、本庄を知ろうシリーズで早稲田について見学

や卓話をいただきました。２１日付け朝日新聞にＴＡＯ
の素晴らしい紹介記事が載っていました。世界中の映画

人とオンラインで映画を共同制作することができる。将
来はオンライン映画祭を本庄で開く事も夢ではないよ。
とあり、今まででしたら何の関心も無く一つのニュース

としか聞こえませんでしたが、ＴＡＯの現場を観ての印
象が余りにも強烈だったため記事の内容もよく理解でき

ました。改めて職奉委員会の企画に感謝いたします。 
１１月１４日の、公式訪問では、牛窪ガバナーは皆さ

んと直にロータリーを楽しもうと話をする機会と捉えて

います。会員全員の出席を御願いたします。 
又地区やガバナーの運営に対してご意見のある方は、

なるべく早めに私か小林幹事までご連絡ください。ガバ
ナー事務所に連絡し回答を御願いします。 
 
 

幹 事 報 告     小林 雅幸 幹事 

 
・ 例会変更のお知らせが、児玉ＲＣ・秩父ＲＣより届

いております。 
・ 地区より学友会ニュースが届いております。 
 
 

  ガバナー補佐訪問 

 
 



 
◆高井 和夫 会長エレクト 

 
 
指名委員会の予告を申し上げます。慣例により１１月

７日の第一例会終了後パスト会長、幹事の指名委員会を
開催致します。詳しい内容については、後日ＦＡＸにて

各パスト会長、幹事さん宛に送りますのでよろしくお願
いします。 

 

委員会報告  

 

★職業奉仕委員会       野村 正行 委員長 

 
 

 身近なところから種をまく職業委員会から各委員の職

業紹介を配布しています。ＰＲを兼ねた紹介を載せてい
ますので会員同士の理解を深めるための参考にしてくだ
さい。 
 

 
 
本日は四つのテストの書写をお渡しします。これは平

成１２年以降入会された会員にお渡ししているもので今
回は２１名の方にお渡します。本日出席されている１０
名の方には宮前ガバナー補佐から手渡していただきます。 

 

 
卓  話 
 

・ガバナー補佐 宮前 洋一さん 
 

 
 
本日は牛窪ガバナーからクラブの皆さんにお伝えす

るように言われてきました２つのことをお話します。 
１つはＲＩ会長の言葉と牛窪ガバナーが２００２～

２００３年度に実行しようとしている３つの方針です。   
ＲＩ会長、ビチャイ・ラクタル氏の話はビデオで見て

いただきます。ＲＩ会長の話は、人類への奉仕は、会員

の熱意、参加により達成できるものでトップダウンでは
なくボトムアップが必要であること、今年度のテーマ「慈
愛の種を播きましょう」の実現には皆様が実際に奉仕活

動を行うことがメインの話としてありました。 
 牛窪ガバナーの３つの方針とは 

１．地域に密着した目に見える奉仕活動、 
２．青少年の健全育成、 
３．炉辺会合を活用したボトムアップです。 

小さな会合から活発な意見を出していただきボトムアッ
プで活発な活動をお願いいたします。 
 
 
◆４０周年記念実行委員会   加藤 玄静 委員長 

 
 
各小委員会において記念事業、記念講演、記念誌につ

いて煮詰まってきましたので１０月３１日午後５：００
から五州園にて正副実行委員長の会合を行います。委員

会の経過報告、承認事項についての会合です。 
小委員会を開いていない実行委員会は１０月３１日

までに一度は開催してください。 
 



 
ニコニコBOX委員会     関根 昇 副委員長 

（順不同・敬称略） 

宮前 洋一ガバナー補佐  名門クラブにおじゃまして
緊張しています。よろしく

お願いします。 
内野 昭八郎      宮前 洋一 ガバナー補佐よ

うこそ本庄ロータリークラブ

へ。会員一同歓迎します。合
わせて、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。） 

梅村 孝雄・小林 雅幸・高橋 脩也・加藤 玄静・ 
石原 輝弥・江原 栄一・立石 秀寿・堀田 辰一・ 
渋澤 健司・渋谷 修身・関口 雅之・三宅 健吉・ 
竹並 紀松・富沢  理・春山 茂之・石川 季生・ 
野澤 章夫・茂木 敏彦・岩渕 富男・笠原  勝・ 
入  利雄・古瀬 末雄・佐藤 敬一・武井 包光・ 
高柳 育行・井河 久昇・佐藤 三郎・竹中 俊吾・ 
町田 国彦・杉山 淑子・高井 和夫・藤井  仁・ 
茂木  正・関根  昇・戸谷  丈・佐藤 賀則・ 
飯島 憲司・野村 正行・下山 正男・神宮 つぐよ・ 
水上 登美晃 
 
戸谷 清一    火事の時には、消防署より１８チャ

ンネルへ、火災情報が緊急に放送さ
れるようになりました。 

髙橋 福八    四男啓介が結婚しました。ブラジル

のチリに４年間転任します 
 

 

 
★ 出席委員会         茂木  正 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 

 
  予定表 プログラム委員会

  
月 日 担当・月間 内    容 

 
１１月 ７日 

 
ロータリー財団月間 

  
 卓話 野澤 章夫 ロータリー財団委員長 

 

１１月１４日 
 

 

 
 

  

ガバナー公式訪問 
 

 

１１月２１日 

夜間例会 

(埼玉ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ本庄) 

 

ゴルフコンペ 

 
１１月２８日 

国際奉仕委員会 
夜間例会 

（五州園） 

 
身近な国際交流 

 

 

1１月 14日  和食 
    Ａ サーモン山かけ 焼ききのこと若布酢 

鰯生姜焼き 天婦羅 焚き合せ 

御飯 汁物 香の物 
    Ｂ 鮪と長芋  胡瓜と白木耳酢の物 

鮭味噌漬 秋刀魚竜田揚げ 焚き合せ 
御飯 汁物 香の物 
 

 

11月 21日 夜間例会  和食立食料理 
 

 

12月 5日   洋食（どんぶり）    
     Ａ定食 ソースカツ丼 

     Ｂ定食 海鮮丼 
スープ、サラダ、おしんこ、シャーベット 
 

 

本日の投入金額合計￥４９，０００ 

 

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 

 

１００名 

 

７５名 

 

75.8％ 



  
《本日の例会》 

 

 
 

 
 
 

 
 

点 鐘  午後18時 30分 
進 行  杉山 淑子 ＳＡＡ 
ソング  ｢手に手つないで｣斉唱 

     ｢四つのテスト｣斉唱 
          後藤 芳生 ソングリーダー 

来訪者  キャロライン パシ バーカーさん 
     リチャード パシ バーカーさん 

関口 礼子さん 

 

 

 

 

会長挨拶・報告        梅村 孝雄 会長 

皆さん今晩は。本日のお客様をご紹介いたします。パ
シ バーカーさんご夫妻とご紹介いただいた関口礼子さ

んです。 
関口夫人には、常日頃より我がクラブの国際部門関係

に関してご尽力戴いている事に対してクラブを代表して
御礼申し上げます。 
本日ご紹介いただいたご夫妻は、奥様のキャロライン

さんは考古学者としてロンドン博物館のプロダクトマネ
ージャーとして仕事をしてきた後来日、現在は、東大と

早稲田で講座を持っており、９月末にはギリシャで開か
れたＥＡＡヨーロッパ考古学学会に出席していたと言う
才女です。インドとフランス系でフランスとイギリスの

二つの国籍を持つ国際人です。 
ご主人のリチャードさんは、イギリス人で、トヨタを

経て現在は、児玉工業団地の会社に在籍しております。 
閉塞的な生活をしている我々日本人と違い世界中を自由
に行き来している彼らの生き方には感心するのみです。 

 

 

本日のお話は、楽しみです。お酒も用意しています。
夜間例会を楽しんでください。 

 
 

幹 事 報 告        小林 雅幸 幹事 

・ 本庄市書道人連盟よりお礼状が届いております。 
 
 

委員会報告 

★地域発展委員会       金井 直樹 委員長 
 

 

 
来る１１月２４日、商業祭楽市が開催されますのでご

協力お願いします。全会員の皆様に３点以上の出品をお
願いします。１１月１日から２０日まで、三交通りあら

げんビル２Fで受け付けています。 
１０：３０～１７：００の間にお持ちください。 
尚、名簿への記入をわすれないようにお願いします。 

またアルコール類も受け付けています。お手数ですが出
品と同数の紙袋もお持ちくださるようお願いします。当

日は３０名の有志の協力が必要でまだ十分ではありませ
ん。ご協力いただける方は委員会まで申し出をお願いし

ます。 
 

 

★ロータリー財団委員会    野澤 章夫 委員長 
 

 

 

 
夜間例会 

身近な国際交流 
（五州園）



 
１１月はロータリー財団月間になっております。活動

内容の啓蒙を計っていきます。ポールハリス・フェロー、

ポールハリス準フェロー等の寄付目標がきていますので
ご協力お願いします。１１月の第１、２例会に集金させ

ていただきますので宜しくお願いします。 
 
 
◆４０周年記念実行委員会  関根 貢 実行委員長 
 

 

 
予算をもう少し大きくする、良い記念誌を作成する、

記念事業を実行していきたいと考えています。パスト会
長をはじめ会員の皆様のご協力をいただき実行していき
たいと思います。４０周年の歴史の重みを感じていただ

きたいと思います。これから逐次報告いたしますので宜
しくお願いします。 
 
 
◆ゴルフ部            金井 直樹さん 

 
11月２４日に第２回目のコンペを開催いたします。 

１１月５日が申し込み締め切りですので参加希望の方は
ご連絡ください。 
 
 
 
◆関口 礼子さん 
 

 
 

お客様のさんのキャロライン パシ バーカーさん
の紹介をさせていただきます。 

 
 

 
イギリスでロータリーに参加していたので本庄ロー

タリークラブの活動に興味があり本庄ロータリークラブ

の国際協力についての活動を知りたいとのことです。 
 

 
◆キャロライン パシ バーカーさん 
 

 
  
 フランスとイギリスの２つの国籍を持っており考古学
者です。 
１８箇所引越しをし７つの学校に通いました。現在家

族と美里に住んでいます。東大、早稲田大学で考古学の

講義をしていますし、本庄の早稲田高等学院ではフラン
ス語と英語を教えています。 
ロータリーは１００年たちますが、これからの展望を

考えるべき時期だと思います。 
私自身もイギリスでロータリーに参加し、たくさんの

企画を行い相当なお金を集めました。 
本庄ロータリークラブも頑張ってください。国際関係

のお付き合いについてはご協力できると思いますので宜

しくお願いします。 
夫のリチャードは工業団地のハネウエルに勤務し環

境安全と輸出の代表をしています。 
また地域の活動にも参加しており、その中でたくさん

の友達と良いお付き合いをさせてもらっています。 
最後に本庄ロータリークラブのご多幸を祈って乾杯

したいと思います。乾杯！これからも宜しくお願いしま

す。 
 

 
 

 
 
 



 

ニコニコBOX委員会     境野 定次 委員長 

（順不同・敬称略） 
梅村 孝雄   バーカー御夫妻ようこそ本庄ロータ 

リークラブへ。会員一同、歓迎します。 
塚越 至信   キャロラインさん、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。） 
佐藤 敬一・立石 秀寿・富沢  理・鈴木 学也・ 
杉山 淑子・岡芹 正美・三宅 健吉・関根  貢・ 
笠原  勝・下山 正男・茂木  正・野澤 章夫・ 
佐藤 賀則・境野 定次・石原  修・小林 雅幸・ 
矢島 淳一・田中 宏樹・齋藤 清一 
 
岩本 英人   南京での書道展を無事終了。 

今朝帰ってきました。 
巴  高志   急に寒くなりました。体に気を付けて 
        がんばりましょう。 
金井 直樹   11月 24日商業祭楽市へのご協力よろ

しくお願い致します。明日から集荷を 
        開始致します。 
 

 
 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
    

 
 
 

 
    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本日の投入金額合計￥２４，０００． 

国際奉仕委員会協力金 
本日の投入金額合計￥２８，５００． 

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


