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例会開始前の握手会 

国会斉唱 

ロータリーソング斉唱    （奉仕の理想） 

 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和     

坂口正城 会員 

 

 

 

 

 

例会プログラム 

司会 井田喜代志 SAA  

点鐘 石井英男会長 

国歌斉唱  

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和   

  坂口正城会員 

会長挨拶 石井英男会長 

会員誕生月祝い 仁見惠美子会員 

ご結婚月祝い 松村豪一会員 

乾杯 宮城 仁会員 

幹事報告 山口光男幹事 

ポールハリスフェローマルチプル表彰 

 山川泰利会員 

米山功労者表彰 

第 1回   

山川泰利会員 長谷川信子会員 坂口正城会員 

第 2回 

松本安永会員 

第 3回 

井田喜代志会員 馬場知行会員 

委員会報告   

青少年奉仕部門 井上脩士部門長 

会員新年の一言 

出席報告 仁見惠美子副委員長 

スマイル報告 加藤 勉副 SAA 

点鐘 石井英男会長 
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会長挨拶           石井英男 会長 

 皆さん、こんにちは。新年明

けましておめでとうございます。 

本日、鴻神社にて新年祈願を

13名でご祈願をすませてきまし

た。本年はきのえうまの年で、

わがクラブでは 小林会員、蓮

江会員が午（うま）年ですね。き

のえうまの漢字 甲午＝「甲 こう・きのえ」は、

かぶとやよろいを意味して、殻を脱ぎ新たな芽

が出始める年である。「甲」は物事の始まりを意

味し、前の十年に通用していたものが通用しな

くなる事を表す。馬は『 ものごとが“うま”くいく 』 

『 幸福が駆け込んでくる 』などと言われる、縁

起のいい動物です。調べてみたら、午年生ま

れの人は『 愛情が深く、人望も集まる。』らしい

ですね。ある、お坊さんのブログに「願望や目

標の達成とは、幸運や打算によって為すので

はなく、ひたむきな想いや日々の心がけによっ

て得るものです。そのための基礎を午年に形

作ると、その後は非常に進みやすくなります。」

とありました。この一年、皆さまの力と馬の力を

借りて、馬力を持って鴻巣水曜ロータリーが、う

まく躍進していくことをお祈りいたします。 

皆様の事業所及び企業、またお店が うまく

繁栄されますよう、また、ここにおられます皆さ

ま方のご健勝・ご多幸ならびに安心・安全であ

りますことをご祈念申し上げます。 

どうぞ本年もよろしくお願い致します。 

会員誕生月祝い    仁見惠美子 会員  

 

ご結婚月祝い       松村豪一 会員 

 

乾杯             宮城 仁 会員 
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幹事報告          山口光男 幹事 

1. 1 月のロータリーレートは 1

ドル 102円。 

2. 12月 21日（土）鴻巣 RCク

リスマス例会 東松山市坂本

屋 石井会長、大澤 

3. 12月 25日（水）1月度理事

会 レストランとき 12名参加 

4. 12 月 31 日（火）大晦日・初詣例会 寶持寺 

石井会長他 15名 

5. 1月 8日（水）10時 45分集合 鴻神社初詣 

第 1038回例会 

6. 1月 11日から 6日インターアクト韓国訪日団 

7. 1 月 14(火)ふれあい鴻巣ウォーキング総務

部会 レストランとき 

8. 1月 21日（火）鴻巣 RC例会 新年訪問 石

井会長、山口幹事他 

9. 2 月 11 日～13 日奄美 RC 訪問 8 名参加

予定 

地区からの報告 

1. 12月 31日現在新会員入会速報 145名 

2. 1月 12日（日）第 26回インターアクト協議会 

さいたま市プラザノース 

3. 外来卓話推薦のお願い 

4. 2014～15 地区補助金プロジェクト立案申請

のお願い 

5. クラブ研修リーダーセミナー 浦和コミュニテ

ィセンター 加藤文男会員 

米山功労者表彰 

第 1回米山功労者 

長谷川信子 会員 坂口正城 会員 

 

第 2回米山功労者 

松本安永 会員 

 

第 3回米山功労者 

井田喜代志 会員 馬場知行 会員 

 

委員会報告 

青少年奉仕部門       井上脩士 部門長  

 韓国第 3750 地区インターア

クト訪日団が、1 月 11 日（土）

～16 日（木）来日してホームス

テイをします。11日（土）は、味

庵にて歓迎会、15日（水）は例

会に参加して夜にはメイキッス

にてフェアウェルパーティーが行われます。多

くの会員の参加をお願いします。 

 2月 11日（火）～14日（木）に、奄美カントリー

クラブでゴルフをして 14 日は奄美 RC へメイキ

ャップを行います。今後、25 周年までに友好ク

ラブの締結を目指したいと考えて今回の訪問を

行います。 
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会員新年の一言 

 

 

 

 

初詣 

 

鴻神社にて 

 

出席報告      仁見惠美子 副委員長 

 

 

 

 本日 修正 

 1月 8日 12月 31日 12月18日 

 1038回 1037回 1036回 

 通常例会 移動例会 移動例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 29   

欠 席 数 3   

例会出席率 90.63%   

Ｍ Ｕ 数 3   

合計出席数 32   

出 席 率 100% 100% 100% 
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スマイル報告       加藤 勉 副 SAA 

 

前回までの合計 383,000 円

本 日 の 合 計 33,500 円

次回繰越金合計 416,500 円  

 

 

ふるさとの杜 

イチョウ            長谷川信子 会員 

 

 イチョウ（銀杏・公孫樹・鴨脚樹）は、裸子植

物の１種。裸子植物門イチョウ綱の中で唯一の

現存している種である。人為的な移植により世

界中に分布しており、年平均気温が 0-20℃の

降水量 500-2000ｍｍの地域に分布している。

和名の由来、葉の形をアヒルの足に見立てた

中国語鴨足（イアチャオ）の転訛であるとする通

説がある。種子は、銀杏（ぎんなん）と言い、仁

が調理され食される。ドイツでは、イチョウ葉エ

キスが医薬品として認証されている。 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

明けましておめでとうございます。初詣に靖

国神社に参拝して、英霊に尊崇の念を表して

まいりました。今年もどうぞよろしくお願いいた

します。                 （K.T） 

スマイル１   あけましておめでとうございます。 

小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・加藤 勉会

員・寺澤銀三会員・井田喜代志会員・馬場知行会員・山口光

男会員・松本安永会員・蓮江郁夫会員・加藤文男会員・井上

脩士会員・大澤二三夫会員・石井英男会員・仁見惠美子会

員・柿沼洋一会員・坂口正城会員・小林玲子会員・宮坂良介

会員・小林功会員・田邊 聖会員・松村豪一会員・寺西修身

会員・佐々木倉造会員・成田志津子会員・細野潤一会員・石

川和枝会員 

12月 18日年次総会・クリスマス例会ゴルフコンペ配当金残金 
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今後の活動予定 

 

 

 

1月 15日 

（水） 

第 1039回通常例会 

韓国インターアクト交換学生 

1月 22日 

(水) 

第 1040回通常例会 

外来卓話 

1月 29日 

（水） 

第 1041回移動例会 

映画鑑賞 

2月 5日 

（水） 

第 1042回通常例会 

会員誕生月祝い 

配偶者誕生月祝い 

結婚月祝い 

2月 12日 

（水） 
振替休会 

2月 19日 

（水） 

第 1043回通常例会 

外来卓話 

2月 26日 

（水） 

第 1044回移動例会 

合同例会 上尾西 RC 

クラブ会報委員会 

委員長  田邊 聖     副委員長  小林 功 

委  員  長谷川信子 柿沼洋一 小林玲子 寺西修身 


