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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 
 

会長挨拶・報告     梅村 孝雄 会長 

 皆さん今日は。金讃神社の祭りが終わると木枯らしと

共に冬が来ると昔から言われております。そのとおり寒
くなりました。風邪も流行ってきました。ご自愛いただ
き例会出席宜しく御願い致します。 

早いもので今年度が始まってから四ヶ月過ぎました。
この過ぎ去った四ヶ月間のクラブ運営についての反省は、

山ほどあります。数え上げたら際限がありませんが小林
幹事を始め役員理事のご理解と、それ以上に会員皆様の
応援によりなんとか運営させていただきました。ご協力

に改めて感謝申し上げます。様々なご批判があるとは思
いますが、三分の一何とか経過いたしましたので、残る

三分の二につきましても今まで以上の応援宜しく御願い
申しあげます。 
今月は、ロータリー財団月間です。野沢委員長が皆様

に御願いしております。時節柄寄付行為に対しての抵抗
感や難しい問題とは思いますが、地区からも寄付目標額

の目安なんて言う数字も届いております。会員皆様のご
協力ご理解宜しく御願い申し上げます。今月のロータリ
ーの友及びガバナー月信にも、財団活動の意義と御願い

が掲載されております。ご一読ください。 
去る２日に地区の、社会奉仕委員会のセミナーがあり、

八木社会奉仕委員長と出席しました。具体的な内容は、
八木委員長にお願いしますが、各クラブとも様々な地域
に根ざした奉仕活動をしている報告に大変な感銘を受け 

 

 
 
てきました。本庄クラブの地域活動のなかでも、楽市に

関して市民の間には、ロータリーの出展に対しての希望
と期待は大変なものがあります。その期待を裏切らない

為にも、多くの良質な価値のある物品の出品を社会奉仕
委員長になり代わりまして御願い致します。 
来週の例会は、ガバナー公式訪問です。一年に一度ガ

バナーはそれぞれのクラブを義務として訪問し、クラブ
の様々な問題に対して指導し情報を分かち合うとありま

す。今年度の牛窪ガバナーは春山年度に我がクラブにお
招きした事があります。その時の印象は随分と威勢のい
い年の割には元気な人だとの印象でしたが、ガバナーに

就任してからもその元気さは変わらず、ＲＩに対する批
判も公然と発言しています。牛窪ガバナーから、杓子定

規な公式訪問でなく、ロータリーを一緒に楽しもう。も
っと面白くするにはどうしたら良いだろう。地区最大の
本庄クラブ皆さんとの対話からどんな質問や意見が出る

か楽しみです。との伝言も届いております。ガバナーを
困らせるような難問を用意したらどうでしょうか！ 

 今までとは一味違う面白いガバナー公式訪問となりま
すので、多くの会員の出席を御願い致します。クラブ協
議会では、各委員会の活動についての発表を御願いしま

す。必ず委員長又はどなたかがその時間には在席して発
言願います。改めてご案内は出しますが、１４日はロー

タリーのため１２時より１６時半までお付き合いくださ
い。 
 

 
◆理事会報告 

 １.１月からの交換学生受け入れは８名の会員に御願
いしておりますが、会員皆様の一層のご理解を御願
いします。 

２.本庄市ジュニアサッカー連盟への後援について、更
なる活躍を期待して５万円の助成をする。 

３．１２月１９日のクリスマスパーテイには、会員か
らの要望もありお子さんの参加も歓迎但し同伴者と
して受付以上御願いします。 

 

 
ロータリー財団月間 

 



幹 事 報 告     小林 雅幸 幹事 

・ 埼玉県アイバンク協会よりお礼状が届いておりま

す。 
・ ロータリー財団国際親善奨学生名簿と全国ロータ

ーアクトクラブ名簿が届いております。 
・ 会報が本庄南ＲＣ・岡部ＲＣより届いております。 
・ 例会変更の案内が皆野長瀞ＲＣより届いておりま

す。 
・ 来週のガバナー公式訪問につきまして本日全会員

へお願い事項と日程表をＦＡＸしますのでよろし
くお願いします。なお、３年未満の会員は義務出席
ですのでよろしくお願いします。 

 
 

誕 生 祝        飯塚 章治 副委員長 

武井 包光、真下 恵司、佐藤 敬一、小此木 利明、 
萩原 達夫、戸谷  丈、黒岩 三雄、小此木 昭二  
 

 
武井 包光さん代表挨拶  
私も６６歳の誕生日を迎えましたが丁度ロータリー

クラブへ入会して１８年を数えることとなりました。こ
の年まで健康で過ごせたのもロータリークラブに休まず
出席した御蔭だと思っております。今後とも宜しくお願
い致します。 
 

結婚記念日祝  

岩渕 富男、岡根  曻、宮田 みよ子、藤井 仁、 

岡崎 正六、須永 秀和、黒岩 三雄、小林 一成、 
水上 登美晃、久保 英光、山口 修、高橋 誠一 
 

 

 
岩渕 富男さん代表挨拶 
 １１月１日に結婚式を挙げ２１年を迎えることができ

ました。式後すぐに旅行に出かけてしまったもので婚姻
届が２０日程遅れてしまい、いまだに記念日には夫婦の

会話に上っており如何ともしがたい思い出でございます。 
 
 

委員会報告 

 
★地域発展委員会       金井 直樹 委員長 
 

 

 商業祭楽市へのご協力をお願い致します。品物の寄付
受付は１１月２０日まで、受付時間は午前１０時３０分

から午後７時まで、尚品物と同数の紙袋をお願い致しま
す。また１１月２２日午後６時より品物の値付けを行い、

２４日楽市当日は午前８時３０分までにあらげんビル２
階にお集まりいただきたいと思います。お手伝いいただ
ける方は弁当の手配（２４日のみ）がありますので事前

にお申し出ください。 
 
 
★社会奉仕委員会       八木 茂幸 委員長 
 

 

 地区の社会奉仕委員会のセミナーに出席し「森のイン
ストラクター」大森たけし氏の講演。テーマは「環境と
企業」これからの企業は環境保全について如何にあるべ
きか、例えばＩＳＯ１４０００を取得し全面的に取り組
む、地区の環境団体に支援するとか、自ら参加し行動す
るこの３通りがあるとの内容でした。氏の著書が各地区
に１冊ずつ配られることとなっておりますのでご一読く
ださい。 



★親睦活動委員会      飯塚 章治 副委員長 
 

 

１２月１９日にクリスマスパーティーが埼玉グラン
ドホテル本庄にて行われます。今回は、メンバーのお子
様やお孫さんも参加ができることとなっております。 
 
 
◆ゴルフ部            飯塚 章治さん 
 
１１月２１日に第２回目のゴルフコンペを開催いた

します。未だ余裕がありますので参加できる方お申し出
下さい。 
 
 
★米山奨学会委員会      横尾 セツ 委員長 
 

 
数名の方に会員になってもらいましたが、未だ足りま

せん再度皆様へご支援とご協力をお願い致します。 
 

 

卓  話 

・ロータリー財団月間   
野澤 章夫 ロータリー財団委員長 

 

 
 １１月はロータリー財団月間です。地区の協議会に参
加をしロータリー財団セミナーに参加をして少しですが、 

この財団について理解が出来てきたように思います。 
この財団には目標と使命があります。それは、簡単に

言うと、国際平和に役立てるプログラムを遂行できるよ

うな財団であることです。 
その起源は、１９１７年から始まり１９２８年にはロ

ータリー財団と命名し１９４７年から、初めて財団とし
て１８名の大学院生に基金を授与してから１９６５年、
１９７８年と次々に新しいプログラムを創設しました。 
プログラムは主に教育・人道・文化交流の３つに分か

れます。この地区で行われているプログラムは現在、１

年間の奨学生派遣のひとつだけです。今までに１０９名
の奨学生を送り出しています。 
今年度の地区の寄付目標額は、およそ８０００ドルで

す。現在まだまだその額には及びませんので、皆様のご
協力をお願い致します。 
 
 
・ 会員スピーチ         堀田 辰一さん 
 

 
本庄に赴任して１年と半年になります。この地は、立

地に恵まれ、女性がしっかりしていて、そこに住んでい

る人々が人情に厚く、大変住みよい環境にあると思いま
した。 
また、これからは新幹線駅ができ早稲田大学の大学院

ができ TAO の建設と人集めには絶好の立地場所に、本
庄市がなっていくように思われます。そんな未来のある

町で仕事ができることを誇りに思っています。 
 
 
・ 会員スピーチ         野田 貞之さん 
 

 
この時期になりますと地方交付税についての話をよ

く耳にします。これからの地方は、自主財源を中心に行
政を行わなくてはなりません。その為に、合併のひとつ

の選択肢です。デフレの進むこの時代に行政も住民もこ



れからは、そのことを自覚して協力していかなければ 
ならないと思います。 
 
 

ニコニコBOX委員会     境野 定次 委員長 

（順不同・敬称略） 
福島 文江   今月はロータリー財団月間です。野澤

章夫財団委員長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  正・古瀬 末雄・佐藤 敬一・横尾 弘明・ 
春山 茂之・野村 正行・小林 雅幸・梅村 孝雄・ 
渋澤 健司・横尾 セツ・下山 正男・中島 高夫・ 

佐藤 三郎・武井 包光・石川 季生・塚越 至信・ 
境野 定次 

岩本 英人   中国の黄山では若い中国女性が迫って 
来たので困りました。 

野澤 章夫   １１月はロータリー財団月間です。皆

様のご協力をよろしくお願い致します。 
飯塚 明男   寒くなりました。 

健康には注意しましょう。 
高井 和夫   本日は指名委員会をお願いして有りま 

すが宜しくお願い致します。 

堀田 辰一   スピーチさせて頂きます。たいへん光
栄なことだと思っています。よろしく

お願いします。 
巴  高志   １１月に入りました。今年は寒さが早

いので、みなさんも体に気をつけてク

ラブに出席して下さい。 
金井 直樹   楽市の協力をお願い致します。 

        今月２０日までです。 
笠原  勝   １１／４号のかわら版『こだま』を３

０部持ってまいりました。読んで頂け

れば幸いです。 
後藤 芳生   ロータリーの友Ｐ５に前年度活動の青

少年委員会の内容が掲載されておりま
す。春山前会長、有難う御座いました。 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

立石 秀寿   秩父３４観音霊場を順拝して観音様へ
のお慈悲の心をたくさんいただいてま
いりました。 

金井 澄雄   あさひ銀行ゴルフコンペで生まれて始
めてベスグロ優勝しました。 

野口 光大   早退します。 
内野 昭八郎  今日は立冬です。第１例会は小春日よ 
        りになりましたが、寒さも厳しくなり 

ます。身体に気付けましょう。 
竹並 栄一郎  先日１１月４日に新阪東大橋締結式典 

に出席し知事･県会議長･市長と自治会 
連合会長の私が指名され、ゴールドス 
パナにてボールト締の儀式をさせて頂 

きそのスパナを記念として頂きました。 
家宝にします。 

八木 茂幸   堀田さん、野田さんスピーチよろしく
お願いします。 

（以下同文でご投入がありました。） 

杉山 淑子・茂木  聡・矢島 淳一・岩渕 富男・ 
佐藤 賀則・齋藤 清一・富沢  理・髙橋 福八 

田中  克   今日は立冬です。寒さも厳しくなりま 
す。身体に気付けましょう。 

（以下同文でご投入がありました。） 

野田 貞之・戸谷  丈・水上 登美晃・松原 幹男・ 
狩野 輝昭 

 
 
 

 
 

 
★ 出席委員会        矢島 淳一 委員長 
 

（内メーキャップ１７名） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

９９名 

 

８５名 

 

86.3％ 

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 


