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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  「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。焦げるよう日々が続いていますが、皆
さんに例会でお会いできる事は健康な証拠としてうれし

い事です。 
何と早く過ぎた７月でした。この一ヶ月の短く感じた

事こそ、会長職を務める者に与えられた宿命と感じまし
たが、小林幹事にその事を話しましたら、「幹事と会報委

員会は手作り会報が始まったので、それ以上ですよ。」と

言われました。そのとおりです。より読みやすく見易い
会報をと努力している会報委員会へのご支援よろしく御

願い致します。 
初めての夜間例会、如何でしたか。今年度の基本方針

の一つ、身近な国際交流として本庄に関係する、外国の

方をお呼びしようとの計画ですが、その第一弾としてブ
ラジル出身の在留邦人の方々をお呼びしました。 

「私たちは、出稼ぎではありません。日本人として、日
本に定住して生きていきたいのです。」と、言う彼らの真

面目な生活態度は、現代日本の若者に見習って欲しいと

の印象を受けました。ご尽力いただきました、茂木正さ
ん、有難う御座いました。 

フリードリンク制という新しい試みでしたが如何で
すか。多少変わった印象も有ってか、かなり遅い時間ま

で懇談する事が出来ました。親睦と国際交流に多少は貢

献したと自負しております。 
８月は、韓国の美女を数名お招きしてあります。生ビ

ールを飲みながらの国際交流是非参加してください。お

待ちしております。 

第二回会長幹事会開かれました。 
牛窪ガバナーより、川越市制施行８０周年記念事業に来

年の地区大会記念事業として前倒しで協賛したいとの考

えから、東京六大学トーナメント戦を企画したので協力
して欲しいとの要請があり、第四グループとして了承。

各クラブ２万円の負担。今月２４日から２６日まで川越 
初雁野球場にて開催。入場は無料。ロータリー会員には

無料駐車場を準備、観覧希望者は事務局まで。この大会

は、テレビ埼玉で８月３１日.９月 1日の午後３時より放
映。ロータリー活動を PRします。協賛金１０万円にて応

援メッセージを募集しています。希望者は地区まで。 
今月は、拡大、増強月間です。RIは増強こそ全てと言

っております。しかし拡大方針で多少の変化が見られま

す。以前は２０００名４０クラブが一地区と、分割して
きましたが、それは地区の衰退を招いたと、２７００名

７０クラブが理想と言われてきたそうです。又 RI財政に
世界で一番貢献している日本の意見は、RIには届かず日

本人の RI 会長が出ないと進歩は無いとの悲観的な意見
が出ました。 

 過日の岡ガバナーの葬儀には、会員皆様にはご弔問、

お手伝い戴き有難う御座いました。RIからも鄭重なお悔
やみが届いております。ご遺族からも、クラブ宛てにお

礼状が届きました。ニコニコ BOXより発表があります。 
 

◆理事会報告 

 １．ボーイスカウト埼玉県育成会 1万円、前記の野球
大会２万円を助成する。 

２．次年度海外派遣交換学生選考のクラブ推薦の五十
嵐 一貴君が合格。カウンセラーには、後藤国際奉

仕委員長。 

３．各委員会は事業計画に従い、各事業の準備を御願
いします。 

  

幹 事 報 告     小林 雅幸 幹事 

・ 例会変更の案内が 秩父・本庄南ＲＣより届いてお
ります。 

・ 例会場及び事務局移転の通知が東松山ＲＣより届

 
会員増強・拡大月間 

 



いております。 
・ 会報が秩父・深谷・深谷東・寄居・児玉の各クラブ

より届いております。 
・ 年度計画書が深谷・深谷東・寄居・児玉の各クラブ

より届いております。 
 

誕 生 祝    飯塚 章治 親睦活動副委員長 

大谷 喆男、水上 登美晃、佐藤 三郎、飯塚 明男、

織田 哲夫、藤井 仁、飯塚 章治  
 

 
 
藤井 仁さん挨拶  

 

 
酒を控えて楽しく過ごしたいと思っています。ありが

とうございました。 

 
 

委員会報告  

★クラブ奉仕       高井 和夫 会長エレクト 
 

 
7 月 18 日に川越の氷川会館で行われたセミナーに出

席してきました。増強がなければクラブは衰退してしま

うとの話がありました。 

 
★ロータリー財団委員会 後藤 芳生 国際奉仕委員長 
 

 
野澤ロータリー財団委員長の代理で出席してきまし

た。派遣学生も地に足がついた人たちでりっぱな人達で
あると認識してきました。財団月間には協力よろしく御

願いします。 
 
 
★クラブ会報委員会       三宅 健吉 委員長 
 

 
手作り会報も 1ヶ月たちました。皆さんのご意見、感想
をお聞かせください。 
今回は節約の意味もあり合併号といたしました。グレ

ン君の自筆のお礼も載っています。これからもより良い

会報作りに努めます。 
 

 

★雑誌委員会            巴 高志 委員 
 

 
 文字を大きくしてより読みやすくしました。ご熟読く
ださい。 
 
 
 



◆ゴルフ部            金子 弘 部長 
 

 
もう１年努めます。メンバー９名おりますので何かあ

れば連絡ください。交通アクセス、料金等を勘案して良

いクラブを選択していきます。会長・幹事杯としてクリ
スタルの花瓶を用意して頂きました。会計報告は次回会

報に掲載致します。 
 

 

★プログラム委員会       佐藤 賀則 委員長 
 

 

 ８月の予定は８月８日が歴代会長の思い出話、８月１
５日は休会、8月２２日は本庄市役所の ISO14001取得

の経緯、８月２９日は身近な国際交流の第二弾として韓
国の方を招待します。 
 
 
★会員増強委員会       狩野 輝昭 委員長 
 

 
 増強月間ですのでよろしく御願いします。増強はクラ

ブ運営活性化の源でありますし実業界の方々との交流に
も寄与します。増強の方法の１つとして退会者を減らす

ことがあります。３年以内の会員の退会が多いと言われ
ていますので情報集会を積極的に行っていきます。ご協

力御願いします。 

★職業分類委員会        佐藤 三郎 委員長 
 

 
ロータリーは宗教、報道、外交官については制限があ

りませんが１業種１人と定められておりましたが

2001.4 月の RIの審議会において正会員と名誉会員の２
つに簡素化され５１名以上の会員のいるクラブでは同一

分類で１０％を超えない範囲で会員を増やせると改正さ
れました。本庄クラブは１０５名おりますので約１０名

選出できます。増強にご協力ください。 

 
 

 

卓  話 

茂木 聡さん 
 

 
 
入会して３年目となります。 
毎年八ヶ岳の音楽堂で催されるコンサートに行って

１年間の世俗にまみれた身を清めています。 
建築設計の仕事をしておりますが大事にしているこ

とはコラボレーションです。討論、議論、打ち合わせと

いう意味ですが心を揺るがす話し合いと理解しています。

クライアント、工事の現場の方々とのコラボレーション
によりより良い仕事ができます。私一人では何もできま

せんので皆さんとのコラボレーションが非常に大事にな
ります。 
 建物は自分がいなくなっても残るものであることを念

頭に置いて日々過ごしていきたいと考えています。 
 
 
 
 



◆川柳 
 岩本 英人さん 
  素直に思ったことを書いています。昔は東大の入試
にも川柳がでたくらいでユーモアがありました。皆さ

んにも作ってもらって会報を楽しくしていきたいと

思います。 
 
 小此木 昭二さん 
 ボケ防止に川柳が役にたっていると思います。川柳ク

ラブを作って詠み合っていけば面白くなると思います。 
 
 

ニコニコBOX委員会       大谷 喆男 委員 

（順不同・敬称略） 
岡  治道    先日は亡父の葬儀に際しまして､猛暑 

の中､多大なご援助とご厚誼をいた

だき、ありがとうございました。 
生前熱心だったロータリー活動へ 

の父の心にかわりまして､心ばかり 
でございますが､お礼の気持ちとし 

てニコニコボックスへ些少でござ 

いますが寄付をさせていただきた 
いと存じます｡どうぞご笑納下さい 

ませ。貴会のますますのご繁栄を心 
よりお祈り申し上げます。 

戸谷  丈    会員増強･拡大月間です。狩野 輝昭 

         会員増強委員長･石原 輝弥拡大委
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。） 
梅村 孝雄・小林 雅幸・茂木 敏彦・野澤 章夫・    

佐藤 三郎・須永 秀和・境野 定次・小此木 昭二・ 

笠原 勝・関根 昇 
春山 茂之    本日例会後前年度理事会がございま

すので宜しくお願い致します。 
岩本 英人    ７月定例のデートの会無事終了。午

前２時になってしまいました。 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
加藤 玄静    今日は｢二のうしの日｣です。うなぎ

でも何でも食べて体力を。 
茂木  聡    今日もたいへんの暑さです。皆様ご

自愛下さい。 

岡根  曻    欠席がちなので。 
（以下同文でご投入がありました。） 

田中 宏樹 
久保 英光    会報委員会の皆さん、毎回ごくろう

様です。写真がカラーで楽しい会報 

になりました。 
（以下同文でご投入がありました。） 

高柳 育行・石川 季生 
武井 包光    ニコニコボックス委員会の皆さん 

毎週ごくろう様です。 
狩野 輝昭    暑い日が続きます。皆さん身体を 

大切にしましょう。 

(以下同文でご投入がありました。) 
飯島 憲司・野村 正行・横尾 セツ・渋谷 修身・ 

三宅 健吉・佐藤 賀則・高井 和夫・金井 澄雄・ 
石原 修・八木 茂幸・竹並 紀松・立石 秀寿・ 

富沢 理・齋藤 清一・内野 昭八郎・中村 孝・ 

巴 高志 
古瀬 末雄    早退します。 

 
 

 

 
 

 
★ 出席委員会         矢島 淳一 委員長 

 

（内メーキャップ１２名） 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

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 

 
７６名 

 
77.7％ 

本日の投入金額合計￥４９，０００ 

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 

 


