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《本日の例会》 

 

 

 
 

 
 

 

点 鍾  午後 12時 30分 
 進 行  中島 高夫 ＳＡＡ 

 ソング  ｢我等の生業｣斉唱 
 

 

会長挨拶・報告     梅村 孝雄 会長 

 
 
皆さん今日は。あの忌まわしい出来事から一年経ちま

した。どんな言葉を選んでも表せない事件でした。人間

の存在を真っ向から否定して己の主張のみを、考えも及
ばないような手段で実行した事、永遠に許されるもので

はありません。互いの意見の相違は何処にでもあること
ですが、自己中心の主張を卑劣な手段を用い、何ら関係

の無い一般市民を巻き添えにしたこの事件は、どんな言

い訳があったとしても、その言い訳には耳を傾ける事は
出来ません。 

この事件はアメリカのみならず、世界中の全ての人々
に何らかの形で、悪影響を及ぼした事実は皆様ご承知の

とおりです。 

あらためて犠牲になった一般市民、そして救助活動で
職務遂行のために尊い命を落としたＮＹ消防、警察の

方々に心よりお悔やみ申し上げます。遺された遺族の 

 

方々には、この事件のために狂わされた人生とその後遺
症に苦しんでいる事については、想像に余りあります。

慰めの言葉を掛けるのも憚れますが、世界中の人々が宗

教や人種をこえて、平和への祈りを込めて追悼の催しを
開いているとの報道に接し今こそＲＩのテーマ『慈愛の

種を播きましょう』を世界に発信すべき時と感じました。 
我々のロータリー活動が世界に慈愛の種を播く事が

出来れば、平和な社会の実現も不可能ではありません。 

本日は、３名のパスト会長さんにそれぞれの年度につ
いてのお話を御願いしてあります。本庄ＲＣ４０年の歴

史を支えて来たパスト会長さんのどんなお話が飛び出す
か楽しみです。 

  

幹 事 報 告     小林 雅幸 幹事 

 
 

・  ８月２４－２６日に川越で行なわれました、東京

六大学野球大会が無事に終了できましたとの事で

５川越ロータリークラブよりお礼状が届いており
ます。 

・  ９月８日に行なわれました、こだまはひとつ合併
シンポジュウムへの出席お礼状が届いております。 

・  本庄南ＲＣより卓話のご案内が届いております。

９月１７日１９：００より埼玉グランドホテルで早
稲田大学の河合先生の卓話がありますのでぜひご

参加ください。 
・  例会変更のお知らせが、児玉・寄居・皆野長瀞の

各ＲＣより届いております。 
・ 会報が本庄南・寄居ＲＣより届いております。 
・ 新所沢ＲＣより３０周年記念誌が届いております。 
 

 
卓   話 

 竹並 栄一郎 パスト会長 
 髙橋 福八  パスト会長 
 境野 三郎  パスト会長 

 



 

委員会報告  

 

★協同奉仕委員会        橋本 恒男委員長 
 

 
 
 ９月８日本庄東高等学校の文化祭に招かれ弁論大会を
見学しました。高校生の皆さんの話を聞いていて、最近

の高校生は自分たちが学生だった頃と比べるとたいへん

考え方がしっかりしていると感じました。これからも、
東高校のインターアクトクラブの充実に努力をしていき

たいと考えております。 
 
 
★新世代委員会         須永 秀和委員長 
 

 
 

 絵手紙教室を10月 5日、19日、11月 16日、30日、
12月7日の午後1時30分から4時まで開催しますので、

メンバーの方で運営に参加できる人はご協力下さい。 
 

 

卓  話 

・ 竹並 栄一郎 パスト会長  
 

 

 
私がロータリーに入会したのは、今から28年前です。

その年は、埼玉県での 357地区が初めて誕生した年でも
あり、児玉ロータリークラブが創立した年でもあります。   

その 4年後に幹事指名され、その10年後に 25代会長

に就任しました。この年の10月に埼玉県内全体のクラブ
が集まる最後の県内地区大会が 2 日間開催され、その 2

日目には、集まったロータリアン3000人の前でスピーチ
を行いました。 

その後、県内は 2つの地区に分かれ現在に至っており

ます。その 5年後には、30周年を迎え記念にアデショナ
ルクラブの設立を企画し、翌年に拡大特別委員会の委員

長に指名されました。 
そして、本庄南ロータリークラブの特別代表として平 

成 6年創立させました。振り返ると節目節目に大役に指
名され充実したロータリーライフを送ってきました。 

これからも健康に気をつけてロータリーライフを満

喫していきたいと思います。 
  
 
・ 髙橋 福八 パスト会長 
 

 
 

 私が入会した当初、３年未満の会員の集まりのなかで、

クラブの活性化になる意見を自由に述べよと言うことな

ので定年制を設け、それ以上はグランドロータリークラ
ブを設ければ活性化すると言って顰蹙をかってしまいま

した。そんなこともあって、入会当初はあまり熱心なロ
ータリアンではありませんでした。 
その後、岡ガバナーの時に会長を依頼され、私も公私

共に大変忙しかったのですがもう決めてしまったという

ことで引き受けましたが、次年度会長の研修会であるぺ

ッツにガバナーの了承のもとやむをえず欠席したのです
が、欠席した事が大変問題となり幹事にご苦労をかけて

しまいました。この会長の経験を通じて、幹事の大切さ
を実感し、またメンバーの協力に大変感謝しております。

会長になって人前で話すことが話し上手になることであ

るとも思います。 
その後、ガバナーも経験し、たくさんのロータリアン

と出会いました。ロータリーで仕事以外の経験をし、多
くの友人を作り、人間としての幅を広げ、人生の思い出

作りにこれからも役立てていきたいと思います。 



 
・ 境野 三郎 パスト会長 
 

 
 
私はロータリーに入会して満 24年目になります。 

ロータリーに入会する前は一時ライオンズクラブに入っ
たこともありました。 
しかし、当時のライオンズクラブは、もめごとばか多 

くてメンバーが一つにまとまっていなかったものですか

ら、嫌気が差してしまい退会してしまいました。   
その後、ロータリークラブに誘われ入会しました。 

その当時のロータリーは規則が厳しくて欠席すると大変

怒られました。 
それから、1989年にクラブの会長に就任しました。 
クラブ生活を経験して感じたことは、ロータリーの活

動も、自分の事業も、それに対応していく様に、人より
も早く、人よりも幅広く、情報を求めて進む様に、努力

が必要だと思います。 
さて、時代は流れても、幾万年経っても、変わらぬも

のは愛情だと思います。愛情があり、相手に対して思

いやりさえあれば、争い事もなく、楽しい社会が出来
るのだと思います。思いやりの有るロータリーを推奨

します。 
 
 

ニコニコ BOX委員会     境野 定次 委員長 

 

 
 

（順不同・敬称略） 

中村  孝    温故知新 パスト会長の皆さん 
竹並 栄一郎さん、髙橋 福八さん、 

境野 三郎さん、卓話よろくお願い 
します。   

 

 
（以下同文でご投入がありました。） 

関根  貢・矢島 淳一・横尾 弘明・茂木  正・ 
井河 久昇・石原  修・岡芹 正美・野村 正行・       

佐藤 敬一・須永 秀和・野澤 章夫・堀田 辰一・ 

松原 幹男・岡根  曻・下山 正男・中島 高夫・ 
石川 季生・岩渕 富男・武井 包光・久保 英光・ 

横尾 セツ・笠原  勝・高柳 育行・田中  克・ 
富沢  理・真下 恵司・梅村 孝雄・岡崎 正六・ 

三宅 健吉・古瀬 末雄・石原 輝弥・金井 澄雄・ 

佐藤 賀則・小林 雅幸・牛久保 佳郎 
 

戸谷 清一    ｢ケーブルテレビは街づくり｣ 
９／１４ 花火大会生中継 

９／１５ 岸和田だんじりまつり生
中継 

是非ご覧下さい。 

内野 昭八郎   検診のため、早退いたします。 
野口 光大    早退します。 

小林 一成    まだまだ暑い日が続きます。皆さん
体を大切にしましょう。 

 

髙橋 福八    今日はお世話になります。 
飯島 憲司    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。 
(以下同文でご投入がありました。) 

境野 定次 

 
竹並 栄一郎   本日、卓話させて頂きます。 

町田 国彦    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。 

         皆さん健康に気を付けましょう。 

春山 茂之    早退させていただきます。よろしく。 
岩本 英人    １５日まで文化会館で写真展をして

おります。江原さん、石原(輝)さん、 
         高柳さんと一緒に出品しております

のでご覧下さい。 
戸谷  丈    武井さん今年もありがとう。奥さん

によろしく。 

八木 茂幸    誕生祝、ありがとうございました。 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

本日の投入金額合計￥４９，０００ 



 
★ 出席委員会          岡根 曻 委員 

 

 
 

 
（内メーキャップ１３名） 

 
 

 
※ 日章旗とロータリー旗 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
※ 例会中の様子 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

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 

 

８０名 

 
８１．０％ 

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 
 


