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例会開始前の握手会 

国歌斉唱 

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 

松本安永 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 

ロータリの目的・四つのテスト唱和 松本安永会員 

会員誕生月祝い 

馬場知行会員 井田喜代志会員 蓮江郁夫会員 

大澤二三夫会員 石井英男会員 馬場知範会員 

細野潤一会員 

配偶者誕生月祝い 

津田健三会員 寺澤銀三会員 間室照雄会員 

成田志津子会員 

結婚月祝い 

井田喜代志会員 坂口正城会員 田邊 聖会員 

乾杯 間室照雄会員 

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   

親睦家族委員会 間室照雄委員長 

奄美 RC訪問について 井上脩士会員 

第 3木曜ゴルフ会 加藤 勉会員 

特別委員会 松本安永委員長 

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 

 

わ 
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会員誕生月祝い 

馬場知行 会員 

明日 6 日に 65

歳となります。年金

生活となりますが、

年金は孫の小遣

いということにしよ

うと思っています。

現在仕事が大変多忙ですので、生涯現役で頑

張ろうと思っています。 

井田喜代志 会員 

 皆さまこんにちは、

お祝いありがとうご

ざいます。2 月は

誕生月と結婚記念

月です。昭和 19

年生まれです。2

月 27 日で満 70 歳になります。また 2 月の 15

日が結婚記念日です。昭和 46年 2月 15日で

すので、今年で 42年になりました。子供は 3人、

今は男の子だけ 4人の孫にも恵まれて楽しく過

ごしております。 

昨年 5 月に胃がんが見つかり 6 月に手術し

て、早いもので 8 カ月が経過します。病気には

なりたくなくてもなってしまいます。あと残り何年

生きられるかわかりませんが、みなさん健康第

一でいきましょう。これからは年齢なりの無理の

ない楽しい人生を送りたいと考えております。

愛妻倶子さんにはいつも感謝しております。本

日はありがとうございました。 

大澤二三夫 会員 

 2月 22日で 58歳

になります。来年は

厄年ですのでお祓

いをして、7 月から

の会長の任に就き

たいと思います。本

日はありがとうございます。 

石井英男 会員 

2月16日が誕生日

です。ロータリーの会

長も残すとこ 5カ月と

なりました。皆さまの

協力で達成していき

ます。よろしくお願い

致します。有難うございました。 

細野潤一 会員 

 お誕生日のお祝い

ありがとうございます。

2 月 26 日（2．26）生

まれで、66 歳になり

ます。一生勉強、一

生青春をモットーに

活動してまいります。ありがとうございました。 

配偶者誕生月祝い 

津田健三 会員 

 2 月 10 日で 77

歳になります。今

でも勉強のために

東京に通っていま

す。義母の葬儀

では大変お世話

になりました。98 歳でしたがあと 2 カ月で白寿

でした。 

寺澤銀三 会員 

女房は 77 歳に

なります。とにかく

仕事が好きで 365

日年中無休です。

昼も夜も食事はう

どんで蚕みたいで、

あだ名がカイコです。健康で長生きしてほしい

と思っています。 
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間室照雄 会員 

 妻は 24 日で 66

歳になります。最近

は忙しくしていて、

先日は新都心にあ

るコクーンの飾り付

けなどをしていまし

た。家内の健康に気を使っているこの頃です。 

成田志津子 会員 

 主人のお祝いを

いただきありがとう

ございます。いた

だいたプレゼント

おいしいお茶をお

ともにゆっくり茶飲

み話に花を咲かせようと思います。うれしいきっ

かけをありがとうございました。 

結婚月祝い 

坂口正城 会員 

 忘れられない 29

回目の結婚記念

日を 2月 3日に迎

えられました。食

事に出かけようとし

たときに母親に問

題がおき、予定変更になりました。後日改め食

事に出かけたいと思います。 

田邊 聖 会員 

 2月 16日が結婚

記念日で、今年で

23年になります。2

人の子供に恵まれ

長女は 21 歳、長

男は 18歳になりました。娘は昨春に就職しまし

たが、高三の息子の進路が心配です。 

会長挨拶           石井英男 会長 

皆さん、こんにちは。 

本日、新聞を見てトヨタ自動車

が 6 年ぶりの最高利益 2 兆 4

千億円をあげ、また電気関係

では日立、パナソニック、シャ

ープが回復しておりました。ま

た、一方では株式市場でいきますと610円の下

落、東京株式市場は 14,008 円になっていまし

た。今年になって 2,200円の下落幅になり 99％

の銘柄が値下げしています。中小・零細企業

が、安心して商売できる市場作りをしてもらいた

いと願っております。 

1 月 30 日（木）は、鴻巣・北本青年会議所

（会員 29 名）の新年会でした。理事長は朝見

卓也氏です。わがクラブからは、私石井と、小

林商工会会長（小林会員）、山口会員 OB、柿

沼会員OBの参加でした。北本市長を始め、鴻

巣市教育長、地元の議員さんや有志の方々総

勢 100 名以上の参加となりました。この青年会

議所の今年の方針は、「人の輪から、地域の環

へ」との事です。 

2 月 2 日（日）は、宝持寺にて、水曜ロータリ

ークラブと会員の皆さんのご活躍・ご健康・ご発

展をご祈願して頂きました。馬場会員（住職）の

ご人徳だと思います。お寺には、檀家の方始

め大勢の方々が見えていました。また、くじ引き

の催し等が人気を呼んでいました。 

2 月 4 日(火)は、親クラブ 鴻巣ロータリーク

ラブに新年の挨拶に行って来ました。第 2226

回例会の半生にわたる歴史の深さや、繋げて

いる素晴らしさを感じました。2226 回のこの数

字は、各団体等はあってもこれほどの回数を継

続している所はありません。また、法要寺 小寺

会員（住職）様からは毎年、水曜ロータリークラ

ブに対しても、ご芳志を頂戴いたしております。

鴻巣水曜ロータリークラブを代表してお礼の挨

拶を申し上げてきました。 

例会には、上尾西ロータリークラブ 星野ガ

バナー補佐ほか 6 名、我が水曜 RC からは 5
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名、北本 RC からは 吉田会長の参加があり、

大変盛り上がった例会になっておりました。鴻

巣 RCの福島会長始め、皆さまから大変歓迎し

て頂きました。 

最後に、私どもに縁がありまして ポップサー

カス モラージュ菖蒲 での公演 2 月 22 日～4

月 13 日までのイベントのプレゼントをさせてい

ただきます。皆さまには、お渡ししたチケット

（￥2,500）2枚は、有効期間 2月 22日～3月 9

日のものです。ポスターと一緒にお渡ししてい

ます。ぜひ迫力あるサーカスの醍醐味を、生で

味わって来て頂ければと思います。 

幹事報告          山口光男 幹事 

① 2月のロータリーレート

は1ドル＝102円 

② 1月29日(水)映画観賞

会 鴻巣シネマ 16名参加 

③ 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 

④ 2月2日(日)初薬師祈願会 寶持寺 石

井会長 

⑤ 2月4日(火)鴻巣RC例会訪問 石井会長、

山口、寺澤、寺西、成田 

⑥ 2月11～13日(火～木)奄美RC例会訪問

 寺澤直前会長他７名 

⑦ 2月14日(金)第15回鴻巣市社会福祉大

会 クレアこうのす 石井会長 

⑧ 2月14日(金)第5G会長幹事会 桶川イブ

ニング 

⑨ 2月26日(水)上尾西・鴻巣水曜RCの合

同例会 市民活動センター 

⑩ 3月3日(月)新入会員オリエンテーション・

歓迎会 レストランとき 会費4,000円 

理事会報告  

① 群馬銀行鴻巣支店長、小林功会員転勤

に伴い、伊丹昌幸新支店長がクラブ役員

として会計になることが承認されました。 

② 石井年度親睦旅行の日程が、5 月 23～

24日(金,土,日)に決定 山形市で開催さ

れる東北六魂祭をメインに、これから旅

行行程を決定します。 

地区からの報告 

① 1 月 31 日現在 新会員入会速報 153

名 

② 2月 27日(木) 財団補助金管理セミナー

越谷コミュニテイプラザ 石井会長他 

③ 3月 5,7日(木,金) 会長エレクト研修セミ

ナー ラフレさいたま 大澤エレクト 

④ 3 月 23 日(日) ロータリー・リーダーシッ

プ研究会(RLI)パートⅡ 埼玉会館 

委員会報告 

親睦家族委員会       間室照雄 委員長 

1 月 29 日にこうのすシネマ

にて「小さいおうち」を鑑賞し

ました。16 名参加、懇親会に

は 14名の参加でした。男性 9

名から会費 1000 円をいただ

いて不足分はクラブから支出

しました。5 月 23 日（金）～25

日（日）に東北六魂祭を親睦旅行で計画しまし

た。詳細は後日ご案内いたしますが、日程だけ

予定を入れておいてください。 

第 3木曜ゴルフ会        加藤 勉 会員 

 3月 5日に第 10回木曜ゴルフ

コンペを吉見ゴルフ場に 3組予

約しました。本日までに 14名の

参加申し込みをいただきました

ので、1 組追加します。まだ参

加を受け付けいたしますので、

よろしくお願いします。 
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特別委員会          松本安永 委員長 

本日の理事会で第 21 回ふ

れあい鴻巣ウォーキング組織図

を承認いただきました。全会員

が委員会に配置されています。

2 月 19 日（水）18 時 30 分より

総合福祉センターにおいて第１

回全体会を開催いたします。会員の皆様のご

出席をお願いいたします。 

奄美RC訪問について     井上脩士 会員 

 2月 12日（水）に、奄美カント

リークラブでゴルフをして 13日

は奄美 RC へメイキャップに行

きます。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。 

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 468,500 円

本 日 の 合 計 25,000 円

次回繰越金合計 493,500 円  

ふるさとの杜 

シロダモ（白だも）        加藤文男 会員 

 

 常緑高木で、樹高は 10-15ｍに達する。幹は

直立し、樹皮は紫褐色～暗褐色。若枝には黄

褐色の絹毛がある。葉は互生、葉柄があり、枝

先に密にする。葉身は長楕円状披針形で、長

さ 8-18ｃｍ、先端は尖り、3 行脈が目立つ。若

葉には黄褐色の絹毛があるが、後に表面は無

スマイル 1  今月の誕生月は会員、配偶者とも大勢いらっし

ゃいます。皆でお祝いしましょう。 

津田健三会員・宮城 仁会員・井田喜代志会員・山口光男

会員・加藤文男会員・井上脩士会員・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・小林 功会員・田邊 聖会員・成田志津子会員・細野

潤一会員 

スマイル 2  奄美 RC メイキャップ参加の皆さん 元気で行っ

てらっしゃい。 

津田健三会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会

員・馬場知行会員・間室照雄会員・松本安永会員・大澤二

三夫会員・仁見惠美子会員・寺西修身会員 

 本日 修正 

 2月 5日 1月 29日 1月 22日 

 1042回 1041回 1040回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 22  21 

欠 席 数 10  11 

例会出席率 68.75% 100% 65.62% 

Ｍ Ｕ 数 3  3 

合計出席数 25  24 

出 席 率 78.13% 100% 75% 
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毛になり、裏面は粉白色を帯び、多少絹毛が

残る。雌雄異株。花期は秋。花は散形花序で、

葉脈に黄褐色の小花を多数つけ、翌年お秋果

実が赤色に熟す。果実は楕円状球形で、長さ

12-15ｍｍ。 

 

奄美大島 3日間 

2月 11日 ばしゃ山（鶏飯の昼食） 

 

 

 

 

奄美パーク 

 

山羊島ホテルで夕食 

 

2月 12日は雨の為ゴルフは中止 

2月 13日南海日々新聞社訪問 

 

浅沼 榎会長 喜入 厚パスト会長 

山口幹事 津田会員 井上会員 

奄美新聞社訪問 
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奄美ロータリークラブ訪問 

 

握手会 

 

お客様紹介 

 

バナー交換 

 

 

 

浅沼 榎 会長挨拶 

 
 

オランダ生活約 30年奄美大島に来て 3年のオ

ランダ人の御主人様日本人の奥様の卓話 

 

奥様が通訳 
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今後の活動予定 

 

 

編集後記 

奄美大島で三日間雨。鴻巣に帰ってきたら

大雪。奄美大島に行く前に雪が降り、また週半

ばに雪の予報。今日は雪掻きで腕と腰が悲鳴

をあげています。              （R.K） 

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 

会場エルミこうのす市民活動

センター午後 6時より 

合同例会 上尾西 RC 

3月 5日 

（水） 

第 1045回移動例会 

第 5グループ ＩＭ 

3月 12日 

（水） 

第 1046回通常例会 

会員誕生月祝い 

配偶者誕生月祝い 

会員卓話 

3月 19日 

（水） 
第 1047回通常例会 

3月 26日 

（水） 

第 1048回移動例会 

献血 

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 


