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      会長 梅村 孝雄、 会長エレクト 高井  和夫、 副会長 渋谷  修身、 幹事 小林 雅幸              

《本日の例会》 

 

 
 

  
 

点 鍾  午後 12時 30分 
 進 行  杉山 淑子 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。早いもので二ヶ月が過ぎました。会員
皆様のご協力のお陰で大過なく過ごさせて頂きましたが、

反省すべき点として、ＳＡＡからの報告にも有りました

が、食事についてセルフサービスをやめて、ホテルのサ
ービスに戻しました。 

残り１０ヶ月新たな気持ちでクラブ運営に取り組み
ます。今後も例会の運営に関して忌憚の無いご意見をお

待ちしております。 

身近な国際交流と題しての二回の夜間例会如何だっ
たでしょうか。８月は日本人と結婚されている韓国の５

人の女性をお招きしました。教育からキムチの作り方ま
で様々な話で盛り上がり８時過ぎまで盛大に開催出来ま

した。その雰囲気は、会報をご覧いただければご理解い

ただけると思います。多少なりとも、日本と韓国お互い
本音の話が出来、相互理解に役立つ例会が開催出来たと

考えております。出席いただいた奥様方からは、面白く
て楽しい時間を過ごしましたが、余りにも短かったので

ぜひ又の機会を楽しみにしておりますとの嬉しいお話を
小林幹事夫人から戴いております。その機会を実現した

いと考えております 

これからも夜間例会に様々な国の方々をお招きする
予定です。会員皆様にもお知り合いに外国の方がおりま

したらご紹介ください。 
９月は新世代の為の月間です。須永新世代委員長さん

に卓話を御願いしてあります。 

  

本日は嬉しいことがあります。新しい仲間が入会手続
きの全てを終了しました。只今から入会式を行います。

情報委員会よろしく御願いします。  

 
◆理事会報告 

１. 本庄市社会福祉協議会に年会費５０，０００円。 
２. 第２６回学生書道展に助成金５，０００円。 

３. 赤い羽根共同募金に協力。 
４. 本庄東高校弁論大会に参加 記念品を贈呈 

  インタ－アクト活動を活発にするために。より一

層協力する。 
 

  

幹 事 報 告     小林 雅幸 幹事 

・ 先週の夜間例会には私の家内が参加させていただ
き、大変お世話になり有難うございました。 

・ 薬物乱用対策推進本部より国連支援募金の協力依
頼がありましたのでご協力お願いします。 

・ 例会変更の案内が岡部ＲＣより届いております。 
・ 会報が深谷ノースＲＣ・川本ＲＣより届いており   

ます。 
 
 

新入会員入会式  

進 行 江原 栄一 ロータリー情報委員長  
紹介者 飯塚 明男さん  

 
氏  名 岡芹 正美さん 
生年月日 昭和 26年 5月 26日 
事 業 所 特別養護老人ホーム 安誠園 
役  職 園長 
家  族 両親・妻 
趣  味 読書 

 

 

 
新世代のための月間 



 

 

 
岡芹 正美 新会員挨拶 
この度は大変名誉ある本庄ロータリークラブに入 

会できましたことを光栄に思っております。ご紹介の
ように現在老人福祉施設に勤務いたしておりますが、

ロータリークラブの四つの原則、真実、友情、公平、
皆のためには老人福祉に共通する精神です。本来福祉

は奉仕が源であり私の仕事にマッチするクラブに入

会できましたことを喜んでおります｡今後とも宜しく
お願い致します｡ 

 
 

誕 生 祝        飯塚 章治 副委員長 

岩本 英人、野田 貞之、境野 定次、田中 知平、 
並木 孝幸、高柳 育行、高橋 脩也、茂木  正、 
福島 文江、笠原  勝、友岡 康浩、入  利雄、 
関口 雅之、八木 茂幸 

 

 
 

岩本 英人さん代表挨拶  
 

 
 
今月で 73回から 74回の誕生日を怪我もせず迎 

えることが出来ましたことを先日神様、仏様に感 
 

謝いたしました。今後とも奉仕の精神で頑張って
行きたいと思っております。 

 

結婚記念日祝           

  野澤 章夫、福島 文江、杉山 淑子、金沢 喜作、 
  茂木 敏彦 

 

 
 
杉山 淑子さん代表挨拶 
 

 
 
お蔭様で２９年目になりますが今でも近所で評 

判のラブラブな夫婦です。既に金婚式を迎えられ 
ている黒岩さんを見習って行きたいと思います｡ 
 

 
 
◆ゴルフ部            萩原 達夫さん 
 

 
 
本年第一回目のゴルフコンペを９月 26 日木曜日に

開催致しますので大勢の方のご参加をお待ちしてお

ります｡  
 
 
 

 



 

委員会報告  

★職業奉仕委員会   野村 正行 職業奉仕委員長 
 

 
本年度優良企業訪問先として今評判の早稲田のタ

オの施設見学を１０月１０日木曜日に行います、詳細

については後日ご連絡いたします｡ 
 
 

★雑誌委員会        横尾 弘明 副委員長 
 

 
本日ロータリーの友９月号とガバナー月信の№3,13

が配布されましたので一通り目を通して頂きたいと
思います。一寸目を通しましたらロータリーの例会は

禁煙だと言う記事が載っておりました｡ 
 
  

卓  話 

・ 新世代のための月間   
須永 秀和 新世代委員会委員長  

新世代月間にちなみ新世代事業を中心にスピーチを
致します｡ 
昨年に引続き絵手紙を通じての新世代事業を行いま

す。絵手紙とは葉書に絵が描かれておりそれは昨今の生
臭いものを忘れほのぼのとした想い、人情の暖かさ、子

供のころ隣りのおじさん、おばさんにご飯でも食べて行
きなと云はれたような暖かさを表現したものが絵手紙だ

と思います。 
この事業は昨年度の春山前会長、高柳前幹事、八木前

委員長が子供と一緒に事業を行うことを社会奉仕の中の

大きな事業とされ、また青少年の健全な育成を願って行
った事業であります。今年度はこれを継承させて頂きま 
す。 

 
今年から公立小中校の土曜日が休日となり子供たち

のゆとり時間を如何に使うかと云うことで昼間小学生を
中心とした親子教室と致します｡絵手紙のキャチフレー

ズは下手でいい、下手がいいであります。皆様方の参加

をお待ちしております｡ 

 

 
 



 
・ 会員スピーチ         渋澤 健司さん 
  入会してから未だ一年と経っておりません。 

仕事は保険代理業で、生保損保のトータルなリスク

に対してのアドバイスを行っております｡ 
今、自身のテーマとして知行合一、自分の知ってい

ることと、やっている事を如何に一致させるかと言う

事に取り組んでいます。 
また解かっているけどなかなか出来ないことにも

自分が進んで取り組んで行きたいと思います｡色々な

組織、会には目的があります基本的には楽しくやるこ
とですが、目的、結果を求める前に大切なのは関係の

質を高める事です。今後関係の質を高め結果の質が自
然に高まるよう努力したいと思っております｡ 

 
 

ニコニコ BOX委員会      茂木 敏彦 委員 

（順不同・敬称略） 

飯塚 明男   本庄クラブへようこそ。岡芹正美さん 
          新会員おめでとう。大歓迎します。    

（以下同文でご投入がありました。） 

梅村 孝雄・小林 雅幸・茂木 敏彦・矢島 淳一・ 
岩渕 富男・鈴木 学也・堀田 辰一・井河 久昇・ 

笠原  勝・佐藤 敬一・渋澤 健司・横尾 弘明・ 
武井 包光・藤井  仁・内野 昭八郎 

 

岡芹 正美   新入会員です。よろしくお願いします。 
萩原 達夫   渋澤 健司会員 会員スピーチよろし 

くお願いします。 
（以下同文でご投入がありました。） 

近藤 伸侑・須永 秀和・田中  克・野澤 章夫・ 
並木 孝幸・戸谷  丈・小此木 昭二 
 
立石 秀寿   新会員おめでとう。 
渋谷 修身   来週の例会を欠席します。 

髙橋 福八   所用あり欠席がちで申し訳ありません。 
 
 
 
 

 
関根  昇   早退します。 
八木 茂幸   岡芹さんようこそ。 
境野 三郎   久し振りで、出席します。皆様に、お  

会い出来て嬉しいです。 

佐藤 三郎   須永 秀和 新世代委員長卓話よろし
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・茂木  聡・江原 栄一・真下 恵司・ 

入  利雄・春山 茂之・富沢  理・三宅 健吉・ 

岡崎 正六・岩本 英人・杉山 淑子・水上 登美晃 
 

石原 輝弥   ９月１１日から１５日まで、市民文化 
会館ギャラリーで写真展が開かれます。 

        ご高覧いただければ幸いです。 
佐藤 賀則   須永君、渋澤君よろしくお願いします。 

 

 
 

 
 

 
★ 出席委員会        矢島 淳一 委員長 
 

 

（内メーキャップ１５名） 
 

 

※お詫び 
クラブ会報委員会の手違いの為、須永さん・渋澤さ

んの写真を掲載できず申し訳ありません。深くお詫び
致します。 

クラブ会報委員長 三宅 健吉 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

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 

 
１０６名 

 
６名 

 
１００名 

 
７８名 

 
79.1％ 

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 
 


