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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  ｢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、改めまして明けましておめでとう御座
います。平成１５年早くも３週目を迎えておりますが、

久しぶりの定例例会が大勢の会員皆様と開催できる事は
嬉しい限りです。本日例会に出席した会員皆様には、素
晴らしい一年が約束されていると、保障は出来ませんが

期待する次第です。今年の予想は、評論家に任せますが、
己の信ずる道を、厳しい逆風が吹きすさぶ経済情勢の中

ですが、頑張る事しかありません。寒い冬の後には、必
ず暖かい春が来ます。その春が一日も早く来る事を願う
次第です。 

本庄市に根付いた二つのＲＣが集まり、年に一度の合
同新年会が９日に開かれました。合計８０名に近い会員

が集まり、日頃行き会えない方々との交流、親睦。そし
てお互いのＲＣ活動を理解する事が出来ました。親クラ
ブとは言いながら、日頃余り交流が無い南クラブの活躍

には、正直なところ驚きました。会員数わずか３３名例
会出席者数２０名前後のクラブが、毎週毎に立派な会報

を発行、外部卓話者を呼んでの充実した例会を開き又僅
か創立１０年、我がクラブから戸谷全克会員が移籍した
以外は、全員新人会員の南クラブの方々が、国際奉仕活

動としてカンボジアへの支援活動を行っております。長
い内戦で疲弊、破壊しつくされた戦乱の地に設立された、

戦争の最大の被害者である親を失った子供たちを収容す 
る、クメール民族教育センターへの支援を、単に資金援 
助ではなく、自分たちで集めたタオル、石鹸、ノートや 

鉛筆などを、それも数年来継続して、会員自ら貴重な時 

 
間とお金を使って現地まで持参して支援している。ただ
ただ敬意と尊敬を表すのみです。懇談の中で、我がクラ

ブにも国際奉仕活動を共同でとの打診もありました。私
としましては南クラブの独自の活動に参加する事にはや

ぶさかでは有りませんが、取りあえずは応援をさせて戴
きたい。南クラブの必要としている物資を我がクラブの
会員に頼んで集めましょうか、とお話したところ、是非

御願い致します。欲しい物は現金、タオル、石鹸なんで
も結構です。宜しく御願いします。と協力を依頼されま

した。新年の年賀タオルや石鹸などを、数は言いません
が、次回２３日又は３０日の例会に多少なりとも集めて、
南クラブのメンバーが２月初旬、創立１０周年記念事業

としてカンボジア訪問するそうですので、ささやかです
が協力いたしましょう。 

１１日には、こだま青年会議所の新年名刺交換会に出
席しました。青年の迫力に圧倒されてきましたが、来賓
挨拶の長さには多少疲れました。やはり挨拶は短いのが

最高です。当日頂いた資料を見ますと、特別会員(ＯＢ会
員)１７０名の内、我がクラブの現時点在籍者２１名、歴

代３５名の理事長の内我がクラブの関係者１１名とＲＣ
とＪＣの関係の深さには改めて驚きました。 
１２日は、第１９回本庄市かるた大会に出席、トロフ

ィーを披露し会長として挨拶をして参りました。武道館
一杯の元気溢れる小学生と父兄の皆さんにロータリー活

動をＰＲしてきました。ＰＴＡ連合会の皆様や参加者全
員から御礼の御挨拶を戴き、奉仕の喜びを感じてきまし
た。 

本日は、例会終了後クラブ協議会を開催いたします。
前半の各委員会の活動報告を四大奉仕委員長に発表いた

だきます。本日からは、後半の活動が始まりますが、活
動予定の委員会は具体的な準備を宜しく御願い致します。
年度計画書が予定どおり遂行される事を御願い致します。 

 
◆理事会報告 

１.ブラジルから１月２５日来日予定の青少年交換留学
生のウェルカムパーティーを１月３０日の夜間例
会に行ないますので、ホストファミリーの皆様もご

参加下さい。 

 
ク ラ ブ 協 議 会 

 



２. 昨年末付で織田 哲夫さん、茂木 敏彦さんの退
会が承認されました。 

 
 

幹 事 報 告     小林 雅幸 幹事 

・ Ｒ．Ｉ．よりザ・ロータリアンが届いております。 
・ １月２５日（土）に来日予定のブラジルからの交換

留学生より、日本語で手紙が届いております。 
・ 年賀状が牛窪ガバナーと（株）クロイワ印刷より届

いております。 
・ 例会変更の案内が児玉ＲＣ・深谷東ＲＣより届いて

おります。 
・ 地区のＲ財団より学友会ニュースが届いておりま

す。 
・ 会報が本庄南ＲＣより届いております。 
・ 所沢中央ＲＣより１０周年記念誌が届いておりま

す。 
・ 年会費（後期）の引き落としを、本日１月１６日に

行ないます。現金等での納入の方は出来るだけ速や

かにお願いいたします。なるべく１月中にお願いし
ます。 

 
 

誕 生 祝          渋澤 健司 委員 

阪上 清之介、髙橋 福八、戸谷 清一、田沼  正、 
富沢  理、佐藤 賀則、岡崎 正六 
 

 
 
岡崎 正六さん代表挨拶 
 

 
６１才になりました。これからも、体を大事にゴルフと
遊びに頑張りたいと思います。 
 

結婚記念日祝  

近藤伸侑、野田貞之、戸谷  丈 
 

 
 
近藤 伸侑さん代表挨拶 

 
 結婚３０年になります。これからも、妻を大事にして
いきたいと思います。 
 

 

委員会報告 

 
★新世代委員会        須永 秀和 委員長 
 

 
親子絵手紙教室を５回開催しました。その成果の展示

会を１月２７日から２月７日までの期間で本庄市役所市

民ホールで行います 

 



 
★職業奉仕委員会        真下 恵司 委員 
 

 
１月２０日の午後５時３０分よりグランドホテルに

て前早稲田大学総長の奥島 孝康先生を招いて「拠点都
市地域と早稲田リサーチパーク」と題して講演会を行い

ますので、皆様のご参加をお願い致します。 
 
 
★雑誌委員会        横尾 弘明 副委員長 
 

 
１月のロータリーの友が、発行になりました。その中

で、５０年前に創刊した頃の時代の様子が掲載されてい
ます。そんな事も思い出しながら読むと面白いと思いま

す。 
 
 

ニコニコBOX委員会     境野 定次 委員長 

（順不同・敬称略） 
野田 貞之   新年あけましておめでとうございます。 
        新しい年を迎え、仕事に奉仕にがんば

りましょう。 
（以下同文でご投入がありました。） 

佐藤 賀則・渋澤 健司 
 
古瀬 末雄   今月はロータリー理解推進月間です。

ロータリーの友や、ガバナー月信を良
く読んで理解を深めましょう。 

（以下同文でご投入がありました。） 
横尾 弘明・下山 正男・武井 包光・中島 高夫・ 
橋本 恒男・田中  克・塚越 至信 

 
梅村 孝雄   今日はクラブ協議会です。四大奉仕委

員長さんよろしくお願いします。 

 
矢島 淳一   もうすぐ１年で一番寒い大寒です。お

互い身体に気をつけて、寒さを吹き飛

ばしましょう。 
（以下同文でご投入がありました。） 

境野 定次・須永 秀和・三宅 健吉・笠原  勝・ 
岩渕 富男・岡崎 正六・高井 和夫・高柳 育行・ 
真下 恵司・八木 茂幸・久保 英光・小此木 昭二・ 

横尾 セツ・岡芹 正美・近藤 伸侑・春山 茂之・ 
野村 正行・中村  孝 

 
小林 雅幸   今日はクラブ協議会です。よろしくお

願いします。 

（以下同文でご投入がありました。） 
入  利雄 

 
巴  高志   おめでとうございます。今月はじめて

の例会参加です。今年もよろしくお願

いします。 
飯塚 明男   今年１年よろしくお願いします。 

岩本 英人   新年、沢山の美女と楽しく飲むことが
出来ました。人生のクレッシェンドで
す。 

竹並 紀松   ニコニコボックス委員会の皆さん、毎
週ご苦労様です。 

（以下同文でご投入がありました。） 
梅村 孝雄 
 

春山 茂之   早退します。急患で呼出されました。 
関根  昇   早退します。 

 
 
 
 

 

 
 
 
★ 出席委員会        矢島 淳一 委員長 
 

 

（内メーキャップ２０名） 

本日の投入金額合計￥４０，０００． 

ニコニコＢＯＸ上半期合計￥１，２６１，２４９． 

 

会 員 数 

出席免除

会  員 

出席義務

会  員 

 

出席会員 

 

出 席 率 

 

１０３名 

 

６名 

 

９７名 

 

７５名 

 

75.7％ 



※クラブ協議会（中間報告） 

 
・クラブ奉仕委員会      岩本 英人 委員長 
 

 
  各委員会の方々、半年間大変ご苦労様でした。後半

も宜しくお願い致します。その中でも、ニコニコBOX
委員会では、当初の予測以上の金額が集まり、これも

皆様のご協力があっての結果だと感謝しております。 
 プログラム委員会に於いても「本庄を知ろう」をテー
マに講師を招いていろいろな知識を付けさせて頂き

ました。クラブ会報委員会では、手作りでの会報を毎
週発行しており、委員会の努力は、大変なものだと感

謝しております。お陰で地区内でも一番よい会報では
ないかと自負しております。 

 
 
・社会奉仕委員会       八木 茂幸 委員長 

 

 
新世代委員会では、５回の親子絵手紙教室が終了し市 

役所にてその作品の展示会を行います。人間尊重委員会

では、アイバンク登録を推進しています。また、母と子
のテーマについては、今後の委員会にて実行して行くつ 
もりです。地域発展委員会では、楽市での資金を、かる 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

た大会のトロフィーにあて、寄贈しました。環境保全委
員会では、総合公園に歌碑の建立を進めています。協同
奉仕委員会では、インターアクトの充実を目的に、本庄

東高校と協力して行っています。 
 
 
・職業奉仕委員会       野村 正行 委員長 
 

 
当初の６つの目標の内、３つを実行してまいりました。 

その１つは、ＴＡＯの見学。２つ目は、４つのテストの 
普及。３つ目は、委員長の卓話でした。後半も残りの３ 
つを実行していきたいと思いますので皆様のご協力をお 
願い致します。 
 
 
・国際奉仕委員会       後藤 芳生 委員長 

 

 
夜間例会では、計５回の開催で合計１０名の外国人の 

方々に来ていただきました。ご協力ありがとうございま

した。その中で、飲み物代としての収支が赤字になって
おりますので、今後は、できれば１０００円以上のご協

力をお願いしたいと思います。また、今月の夜間例会で、
ルジミナさんのウェルカムパーティーを行いたいと考え
ております。 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

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 

  TEL 0495－22－7522   FAX 0495－22－3571   E-mail honjorc@themis.ocn.ne.jp 

  ホームページ http://www.globals.jp/hp/HRotary/index.html 


