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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 
 国歌斉唱 君が代 

 ソング  ｢奉仕の理想｣斉唱 
      ｢四つのテスト｣斉唱 

           春山 茂之 ソングリーダー 
来訪者  茂木  稔 本庄市長 
     排祖拉 再東(ﾊﾟｲｽﾞﾗ ｻﾞｲﾄﾞﾝ) 米山奨学生 

 
 

会長挨拶・報告     梅村 孝雄 会長  

皆さん今日は。最初に本日のお客様をご紹介いたしま

す。米山奨学生のバイズラ ザイドン君です。行田で開
かれた地区大会で、奨学金とロータリーと題してのパネ

ルディスカッションに参加され、外国人ということでし
て、アルバイトや下宿を探すのに苦労した話から日本人
と中国人のあらゆる感覚の相違と米山奨学生になってか

ら、日本と日本人に対する見方が変わり現在の幸せな環
境を作ってくれたロータリー活動に感謝しているとのス

ピーチは感動的でありました。いつかは本庄クラブにお
呼びしてスピーチを御願いしたいと思っていましたが、
本日例会にご出席いただきましたことは本当にうれしい

限りです。 
 

◆理事会報告 
 かるた大会とアイバンクへの協力が承認されました。
青少年交換プログラムの予定が早まり、来年早々ブラ 

ジルからの女子学生受入れ要請があり驚きました。 
予算措置も無く困惑しておりますが、出す以上受け入れ

ない訳には行かず、本庄高校との交渉を始めます。 
 

さびしいお知らせがあります。堀越正孝さんより９月

３０日付けにて退会の申し出がありました。もちろん慰
留致しましたがご本人の意思は固く残念ながら理事会と
しても容認いたしました。会員皆様に宜しく、本庄 RC

の益々の発展を祈念しますとのご本人よりの伝言があり
ました。 

今月は、職業奉仕と米山月間です。それぞれの委員長
より詳しくお話がありますが、今月のロータリーの友に
具体的にわかりやすくその目的が載っております。ご一

読戴き、ご理解の上、特に米山奨学金へのご協力を御願
いします。 

私はこの青い封筒で、平成６年より年間３万円醵金、
米山準功労者として登録しておりましたが、あと２回、
１０回で米山功労者に登録ということなので来週には預

金を下ろして、６万円を醵金計３０万円にしようと覚悟
しました。 

会員皆様にも日本独自の制度で、世界に誇る米山奨学
金制度を支える基金へのご協力宜しく御願い致します。   
本日は、茂木本庄市長をお招きしております。お見え

になり次第、新幹線新駅への寄付金を、春山直前会長よ
り贈呈いたします。 

 
 

幹 事 報 告     小林 雅幸 幹事 

・  赤い羽根共同募金の件で、本庄市社会福祉協議会

よりバッジ４０個を購入しました。社会奉仕委員会
で１個５００円で販売しております。ご協力をお願
いいたします。 

・ 国連支援募金事務局よりお礼状が届いています。皆
様の協力金は１２，３００円でした。 

・ 例会変更のお知らせが、寄居・本庄南・岡部・秩父・
藤岡の各ＲＣより届いております。 

・ 会報が伊勢崎・皆野長瀞クラブより届いています。 
・ 本庄市国際交流協会より、「ふれんど」が届いてい

ます。 
・ さいたまユネスコ協会より資料が届いております。 
 

 
職業奉仕月間･米山月間 



 

誕 生 祝        飯塚 章治 副委員長 

 立石秀壽、小林雅幸、巴 高志、茂木敏彦、岡根昇 
 

 
 

 
 

巴 高志さん代表挨拶  
 

 
ロータリーで誕生祝をしていただき、感謝と年齢か

らくる責任を改めて感じております。今後とも宜しく
お願い致します｡ 

 

 

結婚記念日祝           

春山 茂之、矢島 淳一、松原 幹男、竹中 俊吾、 

齋藤 清一、戸谷 清一、橋本 恒男、高井 和夫、 
石原 輝彌、古瀬 末雄、武井 包光、石原  修、  

神宮 つぐよ 
 

 

 
春山 茂之さん代表挨拶 

 

 
子供たちからの贈り物で記念日を思い出します。 

家内との関係は空気みたいでいないと困る、でもそん
なに感じない、だけど健康でいてほしいと思っており

ます｡ 
 
 

委員会報告 

 
★職業奉仕委員会       野村 正行 委員長 

職業奉仕委員会より三点ばかりお伝えします。 
１０月は、職業奉仕月間の月であります。地区で開

催される職業事例発表者候補者として立石秀寿会員

が推薦され、第一回職業奉仕部門セミナーに出席され
ます。 
 職業奉仕月間にちなみ、四つのテストの普及という
ことで、十月中の例会日は四つのテストを斉唱いたし
ます。平成十二年後半から入会された２１名の会員に

四つのテストの書写(戸谷丈堂先生書)を十月二十四日
の例会にガバナー補佐から手渡してもらうことにい

たします。 
 十月十日の例会日のＴＡＯの見学に４１名の出席
者が見込まれております。見学にあたり真下恵司会員

にお骨おりいただきました。 
 
 
★新世代委員会        須永 秀和 委員長 
 

 
  親子絵手紙教室に家族２４組５３名の出席申し
込みがありました。１０月５日から１月７日まで５回
開催致しますので会員の皆様のご出席、ボランティア

としてのお手伝いをお待ちしております。 



 
 
★地域発展委員会       金井 直樹 委員長 
 

 
 恒例の楽市が１１月２４日実施されますので、皆様
には３，０００円相当の品物を提供して頂くようお願

い致します。今回の売上げ金は地域の発展をになう子
供達のためにカルタ大会の盾とトロフィーの購入を

援助致しますのでご協力ください。 
 
 
◆ 新幹線寄付贈呈式 
 

茂木市長へ春山直前会長より贈呈 
 

 
 

春山 茂之 直前会長 
本庄ロータリークラブ全員の浄財です是非、 

本庄市発展のため有効にお遣いください。 
 

 

茂木  稔 本庄市長 
 

 
  日頃皆様には行政の推進にあたりご支援をいた

だき感謝申し上げます｡また本日は本庄市の悲願で
もあります新幹線建設にあたり多額の浄財を頂き
御礼申し上げます。 

 

 

卓  話 

・職業奉仕月間   
野村 正行 職業奉仕委員長 

 

 
プログラム委員会より職業奉仕について卓話と云 

うことでありますが本日は私の「雑感」を述べさせ 
いただきます。 
 株式会社の取締役・監査役の任期の定と登記期間の
定を怠った場合、どんな制裁に処せられるか 
 まず、役員の任期の定でありますが、株式会社の取
締役の任期は二年を越えてはならないと規定されて

います。又、監査役の任期は就任後四年内の最終の決
算期に関する定時株主総会の終結の時迄とすると規
定されています。換言すれば四年を超えてはならない

と言うことです。但し、会社設立最初の取締役監査役
の任期は一年です。 
もう一方の登記期間の定でありますが、会社の登記

すべき事項に登記が生じた時には、本店の所在地に於
いては二週間、支店の所在地に於いては三週間内に登

記手続をする規定になっています。 
 それでは、いずれともこの規定を怠った場合には、

どのような制裁に処せられるかと言いますと商法第
４９８条の規定がありまして、 

（１） 取締役・監査役の任期（取締役二年、監査

役四年内）が満了したが、選任（改選）を
しなかった、つまり、怠った場合には選任

か懈怠と言うことで過料制裁が科せられま
す。                                    

※ここで注意すべきは同一人物に代りがない

から改選はしなくてもよいのではと考える
人が大半であります。人物が代わらなくて

も必ず改選をすると言うことです｡ 
（２） もう一方の登記事項が生じたが定められた

期間内（本店では、二週間、支店では三週

間内）に登記手続を怠った場合には、登記
懈怠と言うことで過料制裁が科せられます。 

  では、いくら位の制裁が科せられるのかですが、過
料制裁金としては、役員の選任（改選）を一回怠った
場合の例として過料金四万円から五万円位の金額が

裁判所より科せられているようです。 



 
 
どうか、毎年度の決算手続をやっていますので、こ

の同時期に役員改選時期が伴いますので注意をして
下さい。又、民法法人、各種法人（医療法人・社会福

祉法人）をお持ちの方もこれ等の規定の適用がありま
すので注意してください。尚、上場企業で取締役の任
期を一年に短縮する動きが広がっています。取締役の

業務評価を一年ごとにすることで責任を明確にし、機
動的な経営体制を作るのがねらい。 

 
 
・米山月間 

          横尾 セツ 米山奨学会委員長 
 

 
１０月は米山月間です。米山の財政はロータリア

ンの寄付で賄はれておりますが、昨今の会員の減少
と厳しい経済事情のため１９９６年をピークに下

降線を辿っております。何卒ご理解をいただきご支
援をお願い致します｡ 

 
 

萩原 達夫 地区米山奨学推進委員 
 

 
委員長のお話のように米山寄付金には普通寄付と、

特別寄付があります｡普通寄付はクラブにより異な

り本庄は一人２，１００円です｡特別寄付に米山功
労者と準があり、新入会員には是非お願い致します｡
ロータリークラブでは全国で１，０００人の奨学生

を支援しており懸かる費用は年間２０億円必要で
ありますが、ロータリアンの減少に伴い預金の取り

崩しで運営をしている状態ですので多くの方に米
山功労者になって頂く様お願い致します｡ 

 
 

 
 
・｢私と日本｣ 
            排祖拉 再東 米山奨学生 
 

 
  皆様こんにちは！私は中国北西部の新疆ウイグル   
  自治区から１９９８年８月４日に来日し、現在立正  
  大学大学院地球環境科学研究所環境システム学専攻  

に在学しており博士課程３年生です。 
去る９月２９日、日本と中国は国交正常化３０周

年記念を迎えましたが両国民ともお互いの国を理

解していない人がまだ大勢います。 
   私は文化大革命の年に生まれ、日中戦争を中心に

した映画や教育の中で育ちましたので日本は戦争
が好きな国と印象をもっていましたが時代が変わ
り日本を知るにつれ自由平等を守る国、礼儀正しい

国等と考えが変わってまいりました。 
４年前出会いなしでは相手を理解できないと思

い日本を留学先に選び来日しましたが物価の高さ
に驚きました。持参した中国で２，３年暮らせるお
金も物価高の中に消えてしまい、アルバイトをしな

がらのアパート生活の中で無理解な日本人にいや
みを言われたり、不快感を覚え涙の中で帰国を考え

た時期もありましたが、２００１年４月米山留学生
となってからは勉強にも専念出来、多くのロータリ
アンの輪の中で日本の本質を知ることができまし

たこと感謝しております。 
帰国後は真の日本を紹介し先入観と誤解のな

い世界を作るため努力したいと思っております。 
 
 

ニコニコBOX委員会     境野 定次 委員長 

（順不同・敬称略） 
渋谷 修身   茂木市長ようこそ本庄クラブへ。 

新幹線をよろしくお願いします。    

（以下同文でご投入がありました。） 
野村 正行・町田 国彦・堀田 辰一・髙橋 福八・ 

竹並 紀松・春山 茂之・八木 茂幸・武井 包光・ 
近藤 伸侑・藤井  仁・中島 高夫・竹中 俊吾・ 
茂木  聡・小此木 昭二 

 



 
江原 栄一   のりくら岳の紅葉が真盛りでした。 
岩本 英人   いよいよお酒のうまい秋。美女と楽し 

く飲みましょう。 
巴  高志   秋本番、仕事にロータリーに充実した

生活を送りたいと思います。 
横尾 セツ   １０月は米山月間です。皆様、どうぞ

よろしくお願い致します。 
水上 登美晃  朝晩、たいへん涼しくなりました。過

ごし易い季節が、やってきます。皆さ

ん健康に着付けましょう。 
佐藤 三郎   食欲の秋がやって来ました。皆さんお

おいに楽しみましょう。 

岡崎 正六   今月は職業奉仕月間です。 
        野村 正行職業奉仕委員長、卓話よろ

しくお願いします。 
（以下同文でご投入がありました。） 

下山 正男・真下 恵司・入  利雄・富沢  理・ 

三宅 健吉・佐藤 賀則・高井 和夫・岡根  曻・ 
岡芹 正美・岩渕 富男・田中  克・立石 秀寿・ 

戸谷  丈・金子  弘・笠原  勝 
 
梅村 孝雄   今月は米山月間です。 

        横尾 セツ米山奨学会委員長よろしく
お願いします。排祖拉 再東(ﾊﾟｲｽﾞﾗ ｻﾞ

ｲﾄﾞﾝ)米山奨学生ようこそ本庄ロータ
リークラブへ、歓迎します。 

（以下同文でご投入がありました。） 

渋澤 健司・野澤 章夫・石原 輝弥・萩原 達夫・ 
中村  孝・齋藤 清一・須永 秀和・小林 雅幸・ 

境野 定次・矢島 淳一・石川 季生・飯島 憲司 
 
横尾 弘明   早退します。 
竹並 栄一郎    〃 
 

 
 
 

 
 

★ 出席委員会         岡根  曻 委員 

（内メーキャップ１５名） 
 

 

 

 

親子絵手紙教室スタート１０月５日（土） 

 
梅村会長挨拶 

 

 

 

 

 
会場風景 

 

 

 

 

 
須永新世代委員長挨拶 

 

本日の投入金額合計￥５２，０００ 

 

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 

 

79.2％ 



 

 
八木社会奉仕委員長の司会進行 

 

 

 

昨年に引き続き須藤先生にご指導をお願いしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
頑張ってます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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