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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） 

 

四つのテスト唱和      馬場知行 会員 

 

会員誕生月祝い 

小畑正勝 会員 

 4日前の 3月 8日満 70歳に

成りました、3 月は夫婦共誕

生月で同じく歳を重ねて来ま

した。10 年節目の年はいつも

人生目標を立て来ましたが、

いよいよ終盤の刻に近づいた

10年は、健康に気をつけて「ピンピンころりん」

の人生を過ごしたいと思っております。これか

らもお付き合い宜しくお願い申しあげます。 

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 

ロータリーソング斉唱（我等の生業） 

四つのテスト 馬場知行会員 

会員誕生月祝い 小畑正勝会員 小林忠司会員 

奥様誕生月祝い 小畑正勝会員 蓮江郁夫会員 

会長挨拶 石井英男会長 

幹事報告 山口光男幹事 

卓話 『ロータリーの魅力』 

   2012－13国際ロータリー会長 田中作次様 

出席報告 加藤 勉委員長 

スマイル報告 馬場知行副 SAA 

点鐘 石井英男会長 

 

わ 
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小林忠司 会員 

 いつもお世話になります。

私も 72 歳になりました。現役

を引退しましたが、まだ仕事

が残っています。がんばって

やりとげるつもりです。今後は

ひまを見つけて旅行したいと

思います。 

奥様誕生月祝い 

蓮江郁夫 会員 

 2 歳になる娘の育児に励ん

でいます。教育のためと言っ

ては毎日買い物などいろい

ろと出かけていて楽しく育児

をやっています。幸せそうで

す。 

乾杯              井上脩士 会員 

 

会長挨拶             石井英男 会長 

みなさまこんにちは。 

本日は 2012‐13年国際ロータ

リー会長を務められました田

中作次様をお迎えしての例

会です。田中様、本日鴻巣水

曜ロータリークラブにお越しい

ただきありがとうございました。また田中様を迎

えするにあたり、津田会員にお骨折りいただき

ました。お礼申しあげます。田中様のお話を卓

話でたくさん聞きたいと思いますので、私の挨

拶は省略したいと思います。本日もよろしくお

願いいたします。 

幹事報告         山口光男 幹事 

① 3月のロータリーレート

は１ドル102円 

② 2月27日（木）ロータリ

ー財団補助金セミナー 越

谷コミセン 石井会長 山

口 

③ 3月1日（土）パンジーマラソン 鴻巣市陸

上競技場 石井会長 

④ 3月3日（月）新入会員オリエンテーション・

歓迎会 18名 

⑤ 3月5日（水）第5グループIM 上尾東武バ

ンケットホール 石井会長他18名 

⑥ 3月6．7日（木.金）ペッツ ラフレさいたま 

大澤会長エレクト 

⑦ 3月10日（月）ふれあい鴻巣ウォーキング

総務部会 とき 7名 

⑧ 3月12日（水）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 

地区からの報告 

① 2月21日現在新会員入会速報 168名 

② 3月23日（日）RLIパートⅡ埼玉会館 

卓話        『ロータリーの魅力』 

2012‐13国際ロータリー会長 

田中作次 様 

皆様こんにちは、この度私

の尊敬する津田健三 PG のご

紹介で RI第 2770地区鴻巣水

曜 RC でお話しする機会を得

て大変光栄に存じます。貴ク

ラブは長い年月にわたって地

域社会に奉仕し、発展されてきたことに対し心

から敬意を表します。 

わが 2770地区内のクラブが次々と創立され

てからの長い期間に、世界でも多くの変化や

進歩がありました。今日の世界は、当時とはま

ったく違う場所のようにも思われることもありま

す。しかし、今も昔も変わらず、ロータリーは地
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域社会に奉仕し、ここ日本にもしっかりと根付

いて発展して参りました。 

世界の環境変化とともに、クラブもその時代

に合わせて変化させることが重要です。どのよ

うな変化を取り入れるべきかは、主体性を持つ

其々のクラブが理事会を通して検討する必要

があります。例えば年会費が高すぎないか、

魅力あるプログラムが提供されているか、意義

ある奉仕活動を行っているかなど新しい会員

が入会した時に、彼らの考えを聞いてみるのも

一つの方法です。 

皆さまがロータリー財団、そして世界の

ために注いでおられる熱意とご尽力に、心

より感謝いたします。皆さまは、財団のモッ

トーが表すとおり、「世界でよいこと」を行い、

ロータリーという組織に必要な燃料を与え

て下さっています。皆さまのお陰で、ポリオ

のない世界、平和な世界に、また一歩近

づくことができるでしょう。 

ロータリーのビジネスは、利益の追求ではな

く、平和の追求です。ですから私たちにとって、

報酬はお金を手に入れることではなく、自分の

努力によってより良い、より平和な世界が実現

するのを見届けることにあります。 

皆さま 昨年度、「奉仕を通じて平和を」を、

ロータリー活動の最重点としていただき誠にあ

りがとうございました。また、どのように定義する

にせよ、「平和」がロータリーにとって究極の、

そして実現可能な目標であることをご理解い

ただきました。 

平和は、協定や、政府や、大胆な闘争だけ

で達成するものではなく、日常の簡単な方法

の積み重ねによって成し遂げるものであります。

昨年度世界の地区、3万4千以上のクラブと

120万の会員が一年間、「奉仕を通じて平和を」

の精神をもって、ロータリーの究極の目標であ

る平和な世界に向けて邁進していただいたこ

とに心から感謝申し上げますと共に、鴻巣水

曜RC更なるご発展、そして会員皆様のますま

すのご活躍をご祈念申し上げ私のお話に代え

させて頂きます。ご静聴有難うございました。 

（原文が長文のため全文掲載できませんで

した。ご希望の方は事務局まで） 

 

出席報告        加藤 勉 委員長 

 

 

スマイル報告       馬場知行 副 SAA 

 

 本日 修正 

 3月 12日 3月 5日 2月 26日 

 1046回 1045回 1044回 

 通常例会 ＩM 合同例会 

会 員 数 32   

出 席 数 25   

欠 席 数 7   

例会出席率 78.12%   

Ｍ Ｕ 数 2   

合計出席数 27   

出 席 率 84.37% 100% 100% 
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前回までの合計 540,500 円

本 日 の 合 計 39,000 円

次回繰越金合計 579,500 円  

ふるさとの杜 

沈丁花              小林玲子 会員 

 

沈丁花とは、ジンチョウゲ科ジンチョウゲ属

の常緑低木。漢名：瑞香、別名：輪丁花。原産

地は中国南部で、日本では室町時代頃には

すでに栽培されていたとされる。日本にある木

は、ほとんどが雄株で雌株はほとんど見られな

い。挿し木で増やす。赤い丸い果実をつける

が、有毒である。花の煎じ汁は、歯痛・口内炎

などの民間薬として使われる。2 月末ないし 3

月に花を咲かせることから、春の季語おしてよ

く歌われる。つぼみは濃紅色であるが、咲いた

花は淡紅色で雄蕊は黄色、強い芳香を放つ。

枝の先に20ほどの小さな花が手毬状に固まっ

てつく。葉は月桂樹の葉に似ている。花言葉

は「栄光」「不死」「不滅」「歓楽」「永遠」。 

今後の活動予定 

 

 

編集後記 

本日は田中作次様をお迎えしての例会でし

た。卓話のなかで「ロータリークラブのある地域

社会は、ない地域よりも必ずよい場所になると

私は信じます」とおっしゃっていたことが強く心

に残りました。微力ながら汗をかいていこうと改

めて思ったしだいです。         （K.T） 

お客様スマイル 

大塚信郎様・村山隆之様・前島昌文様・岸井幸弘様 

鴻巣 RC会員 10名…例会にお邪魔させていただきありがとう

ございます。本日の卓話楽しみにしております。 

個人スマイル 

宮城仁会員…魚孝の寿司ご利用ありがとうございます。 

スマイル１  ＲＩ直前会長田中作次様ようこそ。卓話よろしくお

ねがいたします。  

津田健三会員・小林忠司会員・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・石井英夫会員・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・田邊 聖会員・松村豪一会員・寺西修身会員・細野潤

一会員・伊丹昌幸会員 

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 

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 

4月 2日 

（水） 

第 1049回通常例会 

会員誕生月祝い  

令夫人誕生月祝い 

結婚月祝い 

クラブフォーラム  

特別委員会 

4月９日 

（水） 
休会 

4月 16日 

（水） 
第 1050回移動例会 
ふれあい鴻巣ウォーキング決起大会 

4月 23日 

（水） 
第 1051回通常例会 

4月 25日 

（金） 

ふれあい鴻巣ウォーキング大会

準備 

4月 26日 

（土） 

ふれあい鴻巣ウォーキング大会

当日 


