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例会開始前の握手会 

ロータリーソング斉唱    我等の生業 

 

四つのテスト唱和     加藤文男 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 

ロータリーソング（我等の生業）斉唱 

四つのテスト唱和 加藤文男会員 

お客様紹介 津田チヒロ様 

 キム・ミンス様 

 カン・ジュンホ様 

第 15回米山功労クラブ表彰 

会長挨拶 石井英男会長 

幹事報告 山口光男幹事 

委員会報告   

青少年奉仕部門 井上脩士部門長 

インターアクト来日高校生挨拶 キム・ミンス様 

 カン・ジュンホ様 

出席報告 仁見惠美子副委員長 

スマイル報告 馬場知行副 SAA 

点鐘 石井英男会長 
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第 15回米山功労クラブ表彰 

 

会長挨拶           石井英男 会長 

 皆さんこんにちは。  

先週は（1月 8日）ホーム例会

は 29名+3名（MU）で 32名の

出席率で 100％でした。ありが

とう御座います。今日は韓国

よりインターアクト、Ｋｉｍ Ｍｉｎ 

ＳｕさんとＫａｎｇ Ｊｕｎ Ｈｏさん 2名が来てくれま

した。先日 1月 11日（土）ラフレさいたまへ会長

と寺西さんで迎えに行きました。国際 RC 第

2770地区では第 26回の韓国訪日団で 51名イ

ンターアクトの中で第 5 グループでは鴻巣ロー

タリーと水曜ロータリーが、各 2 名と上尾 RC が

1 名。5 名のホームステイです。青少年奉仕部

門委員長、井上ご夫妻にはホームステイを受

けて頂きましてありがとう御座いました。 

本日は午前 11時より（鴻巣市長に）、韓国の

生徒 4 名を井上委員長、会長、山口幹事と表

敬訪問に行ってきました。市長より生徒に日本、

町の印象は質問を聞いたら町と道路が非常に

綺麗とのこたえ、原口市長が喜んでくれまし

た。 

1月 14日はふれあい鴻巣ウォーキング、第 2

回総務部会を開催しました。第 21 回は我が鴻

巣水曜ロータリークラブ各会員が初参加者を

10名ずつ募集して頂き 300名以上のエントリー

をしたいと思います。会員皆様と力を合わせ盛

り上げていきたいのでご協力よろしくお願い致

します。最後に 2 名の生徒には日本の良い思

い出を作って頂き、気をつけて帰って下さい。 

幹事報告          山口光男 幹事 

1. 1月11日（土）インターアクト

韓国訪日団出迎え ラフレさい

たま 石井会長 寺西会員 

(ア) 1 月 11 日（土）インタ

ーアクトと来日高校生歓迎会

味庵 石井会長他 8名 

2. 1月 12日（日）インターアクト協議会 さいた

ま市プラザノース 井上会員 

3. 1月 14日（火）ふれあい鴻巣ウォーキング総

務部会 レストランとき 

4. インターアクト来日高校生鴻巣市長表敬訪

問 鴻巣市役所 石井会長、山口幹事、井

上会員 

5. インターアクト来日高校生送別会 メイキッ

ス 

6. 1 月 28 日（火）法要寺初縁日大護摩供 石

井会長 

7. 1月 30日（木）鴻巣北本青年会議所新年会 

クレアこうのす 石井会長 

8. 2月 4日（火）鴻巣 RC例会訪問 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 

10. 2月 14日（金）第 15回鴻巣市社会福祉大

会 クレア鴻巣 石井会長 

11. 2 月 14 日（金）第 5 グループ会長幹事会 

La Luna 石井会長 山口幹事 

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）

より 16日（木）までの予定で来

日してホームステイをしていま

す。11 日（土）には、味庵にて

歓迎会を行いました。今日 15

日（水）は例会に参加したあと、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。 
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 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。 

インターアクト来日高校生 

   キム・ミンス 君 

皆さまこんにちは。

韓国から来ましたキ

ム・ミンスです。来日

して貴重な体験をさ

せていただきありがと

うございました。日本

にきてとてもきれいで驚きました。韓国は日本よ

りも汚いです。車のハンドルが右側にあるのも

驚きました。将来は社会福祉の仕事か東洋医

学の勉強がしたいと思っています。 

カン・ジュンホ 君 

皆さまこんにちは。カ

ン・ジュンホです。日

本に来て道路がきれ

いなことに驚きました。

食事もとてもおいしい

です。  将来は会計

事務所で仕事がしたいと思っています。私の出

身地はクンポというところで、スケートのキムヨナ

の出身地でもあります。 

 

出席報告      仁見惠美子 副委員長 

 

スマイル報告       馬場知行 副 SAA 

 

前回までの合計 416,500 円

本 日 の 合 計 20,000 円

次回繰越金合計 436,500 円  

 本日 修正 

 1月 15日 1月 8日 12月31日 

 1039回 1038回 1037回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 22 29  

欠 席 数 10 3  

例会出席率 68.75% 90.63%  

Ｍ Ｕ 数 2 3  

合計出席数 24 32  

出 席 率 75% 100% 100% 

スマイル 1  インターアクト韓国高校生  キム・ミンス君、    

カン・ジュンホ君ようこそいらっしゃいました。 

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・間室照

雄会員・松本安永会員・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・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・細野潤一会員・ 
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ふるさとの杜 

ナンジャモンジャの木    故高野 剛 会員 

 

 
 

 ヒトツバタゴとはモクセイ科ヒトツバタゴ属の一

種。同じモクセイ科のトネリコ(別名タゴ)に似て

おり、トネリコが複葉であるのに対し、本種は小

葉を持たない単葉であることから「一つ葉タゴ」

の和名がある。別名：ナンジャモンジャ。成木で

樹高は 20ｍを超える大型の落葉高木。雄株・

両性花異株。秋に、直径 1ｃｍの楕円形の果実

をつけ、黒く熟す。 

 

編集後記 

一月になり石井年度も折り返し、残り半年と

なりました。日頃はクラブ会報作成にご協力い

ただきありがとうございます。皆様のご協力なく

して会報の作成はできません。残り半年いっそ

うのご協力をお願いたします。      （K.T） 

今後の活動予定 

 

 

 

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 


