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例会開始前の握手会 

 

ロータリーソング斉唱    （奉仕の理想） 

 

 

四つのテスト唱和     小畑正勝 会員 

 

例会プログラム 

司会 井田喜代志 SAA  

点鐘 大澤二三夫副会長 

お客様 （上尾西 RC）星野一雄様・河原畑光様 

紅谷功二様・永島秀夫様・渡辺博司様 

会長挨拶 大澤二三夫副会長 

幹事報告 小林玲子副幹事 

委員会報告   

第 3木曜ゴルフ会 加藤 勉会員 

特別委員会 井上脩士財務委員長 

卓話 「消費税増税対策セミナー」  

     税理士法人西川会計  西川豪康様 

出席報告 加藤 勉委員長 

スマイル報告 馬場知行副 SAA 

点鐘 大澤二三夫副会長 

 

わ 

 

RI第 2770地区     第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ   
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会長挨拶       大澤二三夫  副会長 

 本日は、会長、幹事が欠席

の為、副会長の私が挨拶させ

て戴きます。ふれあい鴻巣ウ

ォーキングの募集が２月 15 日

から始まりました。会長が会員

一人当たり 10 人の参加者を

募集して欲しいと言っておられましたので、そ

のことを代理でお伝えしたいと思います。 

さて、最近の話題としては、二度にわたり大

雪になり、皆さんの所では影響がなかったでし

ょうか？もうひとつの話題としては、ソチオリン

ピックですが、今までは、男性ばかりメダルと取

っているのですが、今日始まる、女子フィギュ

アでは、女性にも頑張ってほしいです。 

今日の講師、西川先生に、4 月から始まる

8％消費税について、お話を伺えると思います。

経済にどのような影響があるのかも、重ねて伺

いたいです。 

幹事報告        小林玲子 副幹事 

① 2月11日～13日（火～木）

奄美RC訪問 寺澤直前

会長他７名 

② 2月19日ふれあい鴻巣

ウォーキング全体会議 

鴻巣市福祉センター 

③ 2月24日（月）第5グループ会長幹事会 

石井会長、山口幹事 

④ 2月26日（水）上尾西・鴻巣水曜RCとの

合同例会 鴻巣市活動センター 

⑤ 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4000円 

⑥ 3月12日（水）第1046回例会  卓話者

2012～13国際ロータリー会長 田中作

次様 

⑦ 4月14日（月）アイバンクチャリティゴルフ

大会 鴻巣ライオンズクラブ 鴻巣CC 

⑧ 5月23日～25日（金～日）親睦旅行東北

六魂祭 山形市他 

地区からの報告 

① 2014年度米山記念奨学生の世話クラブ

として選考されませんでした。 

② 3月18日（火）さいたま欅RC創立10周年

記念ポリオ撲滅チャリティゴルフ大会 大

宮ゴルフコース 

③ 3月23日（日）ロータリー・リーダーシップ

研究会パートⅡ 埼玉会館 

④ 4月23日（水）職業奉仕夜話会 浦和パ

インズホテル 

⑤ 5月31日（土）RI第２７７０地区ガバナーナ

イト アラモホテル ジャミソン シドニー 

委員会報告 

第 3木曜ゴルフ会       加藤 勉 会員 

 第 10 回第３木曜ゴルフ会コ

ンペを前回案内したところ 14

名の参加申し込みをいただき

ました。ひと組の追加を申し

込みましたが、ゴルフ場がい

っぱいでした。その後 2 名の

欠席がでましたので、12名 3組で開催します。

次回例会で組み合わせ話を発表します。 

鴻巣ライオンズクラブのアイバンクチャリティ

ゴルフが 4月 14日に鴻巣カントリークラブで開

催されます。申し込みの締め切りが 3月 15日

ですので、次回例会で募集いたしますので参

加よろしくお願いします。 

特別委員会      井上脩士 財務委員長 

昨年の協賛企業一覧をお

回ししています。今回は協賛

依頼文の発送を見送る企業

がありましたらお知らせ願い

ます。3 月初旬に発送いたし

ます。（依頼文・ウォーキング

チラシ同封） 
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卓話  

消費税対策セミナー       西川豪康 様 

1. 消費税の改正は社会保障

と関連して考える。 

2. 契約によるもの（○月分）

には注意が必要。 

3. 3 月末までに修理、購入し

たいものは早めに取りかから

ないと 8％になってしまう。 

4. リース契約は 3 月 31 日までに結んだもの

は 5％での契約となる。 

5. 値引きを行う場合「消費税」という文言の使

用に注意が必要。 

お客様 

 
3月 5日（水）開催の Intercity Meetingの告

知のため、上尾西ロータリークラブの皆さんが

来訪されました。 

出席報告        加藤 勉 委員長 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告       馬場知行 副 SAA 

 

 

前回までの合計 493,500 円

本 日 の 合 計 25,000 円

次回繰越金合計 518,500 円  

 

 本日 修正 

 2月 19日 2月 5日 1月 29日 

 1043回 1042回 1041回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 21 22  

欠 席 数 11 10  

例会出席率 65.63% 68.75% 100% 

Ｍ Ｕ 数 4 3  

合計出席数 25 25  

出 席 率 78.13% 78.13% 100% 

お客様スマイル  

上尾西ロータリークラブ…IMでは、よろしくお願いします。 

スマイル１  本日の卓話らいふ経営西川、稲垣様よろしく

お願いします。       

津田健三会員・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・加藤文男会員・井上脩士会員・大澤二三夫会員・仁

見惠美子会員・坂口正城会員・小林玲子会員・宮坂良介会

員・田邊 聖会員・松村豪一会員・成田志津子会員・細野潤

一会員・伊丹昌幸会員 
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ふるさとの杜 

ユリノキ             間室照雄 会員 

 葉は薄く硬く淡緑色平

滑で、浅く掌状に 2～4

裂。T シャツに見立てら

れるような特徴的な葉形

で、秋の黄葉が見事。花

期は 5～6 月頃。鐘形で、

枝先に直径 6ｃｍ位でチ

ューリップに似た形の、

付け根近くにオレンジ色の斑紋のある淡い黄

緑色の花を咲かせるが、高く茂った葉の間に

咲いていて目立たない。がく片は 3枚。雌蕊が

円錐形に集合したものの周囲を、多数の雄蕊

が取り囲んでいる。果実はローソクの炎のよう

な形状をした集合果で、個々の果実は細長い

「へら型」の翼果で、晩秋から冬にかけて散布

される。 

奄美RC訪問記      小畑正勝 会員 

2月 11日～13日まで奄美大島 2泊 3日の

訪問は、鴻巣水曜ロータリークラブ会員 8名で

参加、 羽田空港発、奄美大島直行便で行き、

飛行機も乗員 240 名位で満席状態でした。奄

美の空港では奄美ロータリークラブ会員の観

光会社の出迎えがあり、昼食を井上年度の親

睦旅行時に利用した、ばしゃ山のレストランで

3 年前を思い出しながら食事を楽しみました。

宿泊は 昔このあたりは山羊の放し飼いが多

い土地で、その影響で地名を山羊島としたそ

うで、ホテル名も山羊島ホテルで 12 番目に建

築した 1番新しいホテルです。 

翌日 12日はゴルフを予定していましたが風

雨が強くゴルフ場のクラブハウスで 10時 30分

頃まで天気の回復を待ちましたがダメで中止

しました。夕刻よりは奄美ロータリークラブ 18

名の会員さんと美味しい島料理の店で、自己

紹介を交え楽しい交流を致しました。 

最終日 13 日は奄美ロータリークラブへメ－

キャップ出席です、創立53年．会員数57名の

格式ある例会をしておりました、又 奄美ロー

タリークラブは南国の環境・文化をそなえ新鮮

な風を鴻巣水曜ロータリークラブへ吹き込んで

くれるすばらしい「友好クラブ」ではと感じまし

た。旅ではお世話になりありがとうございまし

た。 

今後の活動予定 

 

 

編集後記 

4月から消費税が 8パーセントへと増税され

ます。予定されていたこととはいえいざその時

が来るとなると影響が心配されます。4 月は進

学の季節です。我が家の息子は進学かなわ

ず、浪人生活となりました。言葉に出さず応援

していこうと思っています。      （K.T） 

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 

外来卓話 2012-2013年度 

国際ロータリー会長 

田中作治様 

3月 19日 

（水） 

第 1047回通常例会 

会員卓話 

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 


