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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 
 来訪者  浦和ＲＣ  増野 武夫 様 
 

会長挨拶・報告     梅村 孝雄 会長 

 皆さん今日は。本日の来訪ロータリアンをご紹介いた
します。浦和ＲＣの増野武夫様です。去年の１２月６日
の例会にも御出席いただきました。 

本日開かれました理事会の報告を致します。 
１１月は本庄ＲＣにとりまして大変重要な行事がありま

した。その一つは、牛窪ガバナーの公式訪問でした。正
直申し上げて、近来にない迫力の有る、充実した公式訪
問でありました。牛窪ガバナーの例会における卓話から

始まった、ＲＩ批判と同時にロータリー活動の現状を愁
う様々な御発言には、そこまで話して良いのかと思うほ

ど核心に触れた部分もありました。今週の会報に詳しく
掲載されております。ご一読ください。その影響かも知
れませんか、クラブ協議会には予想を越える会員に残っ

て戴きました。最後まで４２名の方が残っておりました。
これは私の記憶の中にある公式訪問時のクラブ協議会に

参加し、最後まで残って戴いた会員数では最高の記録で
は無いかと思います。その後の簡単なお茶のパーテイで
も公表するのは憚れる内容の話が出て予定された時間を

かなり超えてお開きと成りました。会員皆様にはくれぐ
れも宜しく、地区最大のクラブとして今後の益々の発展

を祈ります、との言葉を残してお帰りになりました。 
次に、楽市が２４日に開催され、本庄ＲＣとして初期

の目的である、奉仕活動資金集めと市民へのロータリー 

 

 
 
活動のＰＲに関しては十二分の成果をあげました。 

詳しくは地域発展委員会より御報告いたしますが、市民
の声として、毎年出品の数と質が落ちてますね、と言う

厳しい御指摘も有ったこともお伝えいたします。売値も
市民の方々の値引コールに押され、売上金額も予定額に
達する事が出来ませんでした。次年度への課題となるか

もしれません。 
又、１１月の夜間例会にはメキシコのリディセ・ミエ

ル・トンチェさんがお出で下さいました。エレクトーン
の大沢さんのアイデアでメキシコ国歌を用意しましたと
ころ大感激で、ぜひ皆様に聞いて欲しいと独唱していた

だきました。遠く離れた異国の地で、愛するふるさとを
思いながら心を込めて歌う国歌の調べは、スペイン語で

すから言葉の意味はわかりませんが、メロディは聞く者
の心を打ち、魅了する何かを感じました。会員全員が起
立して聴いていただいた事にトンチェさんも感激してい

ました。当日は、ワインと料理を楽しもうと準備して、
五州園さんもそれに応えて従来より格段と質の良い料理

を作って戴いておりましたが残念ながら、寒さの為か出
席者が少なくて残念でした。身近な国際交流をとの夜間
例会の趣旨を御理解いただき、多数の皆様の御出席をお

待ちしております。 
２7 日には、私と小林幹事で市役所にて、茂木市長さ

んより新幹線新駅に対する募金についての感謝状を戴い
てきました。本庄市の未来にとって新駅はどうしても必
要な事でありますが、今ひとつ市民の理解を得られてな

く、募金の集まりも悪い中で本庄ロータリークラブの寄
付に勇気付けられました。今後とも４０周年記念事業を

含めて御協力宜しく御願いします。又会員企業の方々に
御願いしますとのお話がありました。 
今月の事業として、１９日には、クリスマスパーテー

が開かれます。親睦委員会が総力をあげて準備しており
ます。会員御夫妻のみならずお子様の出席も大歓迎です。

楽しいひと時を皆様と過ごすことが出来ればこんな嬉し
い事は有りません。多くの会員、御家族の御参加を御願
い致します。 

 

 
年 次 総 会 

 



 
本日は、例会終了後年次総会を開催します。次年度の

役員、理事の発表及び承認を戴くことになっております

ので皆様には宜しく御願い致します。 
 

 
 

 
 
 
 

◆増野 武夫 様挨拶 
 

 
新幹線の募金協議会の会長をやらせて頂いています。

本庄ロータリークラブの皆様にも寄付を頂きありがとう
ございます。１１月末で２億８０００万円弱となってお

ります。我々の努力不足でまだまだ足りません。ＲＣの
皆様にはご協力を頂いていますが、皆様の周辺の方々に
ご協力のお話をしていただければ幸いです。地域の発展

のためにもご協力をお願いいたします。 
 

 
 

幹 事 報 告     小林 雅幸 幹事 

・ 例会変更の案内が秩父ＲＣより届いております。 
・ 会報が本庄南ＲＣ・伊勢崎ＲＣより届いております。 
・ 下期の会費引き落としを平成１５年１月１６日に

行ないますので口座の残高確認をお願いします。 
 

 
★親睦活動委員会      阪上 清之介 委員長 
 

 
１２月１９日のクリスマスパーティのご返事を頂い

ていない方が２６名いらっしゃいます。私のところに申
込書がありますので、お忘れの方は本日記入をお願いし

ます。ワイン、食事を吟味しておりますしマジック、生
演奏を用意しております。ご参加ください 
 

誕 生 祝     萩原 達夫・渋澤 健司 委員 

下山 正男、梅村 孝雄、高井 和夫、山口  修、 
野澤 章夫、神宮 つぐよ、田中 宏樹  
 

 
 
田中 宏樹さん代表挨拶  
 

 
３月に入ったばかりで代表して挨拶するのは僭越で

すが、皆様とできるだけお話をしていければと思ってい
ます。本日はありがとうございました。 
 

結婚記念日祝  

牛久保 佳郎、茂木  聡、内野 昭八郎、佐藤 三郎、 
富沢  理、町田 国彦、高柳 育行、竹並 栄一郎 
 

 



 
 

 
 
茂木  聡さん代表挨拶 
  

 
無事結婚１４年を迎えさせていただきました。この場

を借りてお礼を申し上げます。今年1年大変皆様にお世
話になりまして本当にありがとうございました。 

 

 

委員会報告 

 

★国際奉仕委員会       後藤 芳生 委員長 
 

 
ブラジルからの留学生の来日が来年1月２７日と決ま

りました。ウエルカム・パーティーを1月３０日の夜間
例会で行いますので参加ください。 
書き損じ葉書を１月から２月１４日までに各自治会

で収集致しますので皆様は支会の方へご協力下さい。そ
の後、市の総務課に集まり、それを切手に変え皆様の事

業所に買って頂き、地区に寄付し学校建設にあてること
になります。ご協力ください。 
 
 

 
 
★米山奨学会委員会      横尾 セツ 委員長 
 

 
３３名から寄付頂いた１０５万円を送金しました。功

労者となられました５名を紹介します。小林 雅幸さん、

黒岩 三雄さん、渋谷 修身さん、田沼 正さん、梅村 
孝雄さんの５名です。ファンド・フェローの３名も紹介

します。野澤 章夫さん、岡根 昇さん、佐藤 賀則さ
んの３名です。 
 
 
★雑誌委員会           巴 高志 委員 
 

 
ロータリーの友が配布されていますが、全世界のロー

タリーのニュースが載っています。特に今月は今年本が

売れている聖路加病院の日野原さんの講演の内容が載っ
ていますのでご一読ください。 
 
 
★新世代委員会        須永 秀和 委員長 
 

 
１０月から４回開催している親子絵手紙教室もあと

１回を残すのみとなりました。おかげさまで小学生の作

品も出来上がってきました。来年1月２７日から２月７
日まで本庄市役所玄関にあります市民ホールにおいて展
示会を開催します。ぜひご参加ください。 



 
★クラブ会報委員会      三宅 健吉 委員長 
 

 
今日お配りしました会報は夜間例会が続きましたの

で３回分の合併号となっています。今後とも写真等を増
やし楽しめる会報としていきますので宜しくお願いしま

す。 
 
 
★プログラム委員会      佐藤 賀則 委員長 
 

 
１２月、１月のプログラムを紹介します。 

１２月１２日 本庄を知ろう（本庄宿の二人：柴崎起三雄氏） 

１２月１９日 クリスマスパーティー 
１月 ９日 新年会 
１月１６日 クラブ協議会 
１月２３日 通常例会 
１月３０日 夜間例会 

 
 
★地域発展委員会       金井 直樹 委員長 
 

 
 皆様のご協力により楽市を開催し164,546円の売上
となりました。次年度も皆様のご協力を頂きたいと思

います。宜しくお願いします 
 
 

 

 
◆４０周年記念実行委員会  加藤 玄静 事務局長 
 

 
先週まで各担当委員会を開催していただき骨格がま

とまってきました。これからまとめますので特に予算に

ついて理事会で協議をおねがいします。創立４０周年記
念誌のテーマをお願いしていましたが応募があまりあり
ませんので締め切りを１２月１９日までとしますのでぜ

ひ応募してください。宜しくお願いします。 

 

ニコニコBOX委員会       田沼 正 委員 

（順不同・敬称略） 
増野 武雄   お世話になります。 

茂木  正   １２月になりました。忙しい日が続き
ます。皆さん、健康に注意して下さい。  

（以下同文でご投入がありました。） 

関根  昇・塚越 至信・岡芹 正美・石原  修・ 
岩渕 富男・中島 高夫・佐藤 三郎・宮田 みよ子・ 

古瀬 末雄・横尾 セツ・須永 秀和・金子  弘・ 
入  利雄・三宅 健吉・岡崎 正六・渋澤 健司 
 

立石 秀寿   増野武夫様を歓迎いたします。 
野澤 章夫   １１月のロータリー財団月間では皆様

のご協力を頂き有難うございました。 
飯塚 明男   今年も来年もみなさまの健康な顔が見

られることを心から願っています。 
高井 和夫   本日次年度の役員理事の発表させて頂 

きます。又第一回の理事会を開催致し 

ます。宜しくお願い致します。 
巴  高志   師走(しわす)の月です。寒さに負けず

例会に出席しましょう。 

笠原  勝   １２／２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。 
梅村 孝雄   本日の年次総会にて次年度役員理事の

発表があります。高井、齋藤年度のス

タート心からお祝い申し上げます。 
（以下同文でご投入がありました。） 

小林 雅幸 
 



 
藤井  仁   埼玉県知事賞をいただきました。 
竹並 栄一郎  本庄市自治会連合会が資源リサイクル 

※年次総会 

継続活動の功績により全国会長表彰を
受賞し、かわら版『こだま』に記事を

掲載して頂きました。 
戸谷  丈   藤井さん消防活動で県知事表彰おめで

とう。 

立石 秀寿   職業奉仕の為先週欠席しました。 
金井 澄雄   ストップ飲酒運転、飲んだら乗らない。 

江原 栄一   早退します。 
佐藤 賀則   本日は、年次総会です。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・田沼  正・石川 季生・萩原 達夫・ 

堀田 辰一・矢島 淳一・石原 輝弥・竹並 紀松 
 
戸谷 清一   ケーブルテレビは街づくり１２月市議 

会より、一般質問の録画放送が始まり 
ます。生中継をめざしてがんばります。 

加藤 玄静   １２月３日は仏教会の托鉢でお世話に
なりました。本年は１９万２千円を社
協へ寄付出来ました。 

内野 昭八郎  結婚祝ありがとうございます。有効に、 
        使いたいと思います。 

（以下同文でご投入がありました。） 
富沢  理・茂木  聡 
 

齋藤 清一   本日例会終了後、次年度役員･理事会を
予定しています。よろしくお願いしま 

す。 
小此木 昭二  欠席がちなので。 
 

 
 

 
 
 

★ 出席委員会        矢島 淳一 委員長 
 

（内メーキャップ１９名） 

 
 
 

・指名委員会           戸谷 丈 議長 

 

 
 去る１１月７日の指名委員会の報告を申し上げます。

本庄ＲＣでは申し合わせによりパスト会長全員で構成す
る指名委員会で次年度の役員理事の選出をすることにな
っております。当日は会長エレクトの高井さんから原案

が提出され選考理由の詳細な説明があり慎重に審査し全
会一致で決定致しました。 
 
 
・次年度役員･理事発表  高井 和夫 会長エレクト 
 

本庄ロータリークラブ2003～2004年度役員・理事名簿 
 
役 員    会 長     高井 和夫 

会長エレクト  石川 季生 
副会長     富澤  理 

        〃      岩本 英人 
        〃      小此木 利明 
       幹 事     斎藤 清一 
       会 計     武井 包光  
       ＳＡＡ 
       幹事エレクト  萩原 達夫 

 
理 事          金井 澄雄 

              狩野 輝昭 
              加藤 玄静 
              茂木  正 
              下山 正男 
              高柳 育行 
              立石 秀壽 
              梅村 孝雄(直前会長) 

内野 昭八郎 
 
 
 
 

本日の投入金額合計￥５０，０００ 

 

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 

 

80.4％ 



 

・指名委員会          竹中 俊吾 副議長 
 

高井、斎藤年度の準備は１月から始まります。また、
２００４年５月２３～２６日まで大阪で国際大会が開催

されます。皆様のご協力をお願い致します。 
 

 

・次年度会長挨拶     高井 和夫 会長エレクト  
 

早速承認いただきましてありがとうございました。１
年精一杯本庄ＲＣのために頑張りますので宜しくお願い
します。 
 

 

・次年度幹事挨拶     齋藤 清一 幹事エレクト 
 

微力ですが精一杯頑張りたいと思います。皆様ご協力

をお願い致します。 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆ 感謝状贈呈（11月２７日） 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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