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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     柿沼洋一 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 

ロータリーソング斉唱（奉仕の理想） 

ロータリーの目的・四つのテスト 柿沼洋一会員 

会員誕生祝い 

 柿沼洋一会員・松村豪一会員・石川和枝会員 

奥様誕生祝い 

 加藤 勉会員・馬場知行会員・宮坂良介会員 

ご結婚月祝い 

 小林忠司会員・山口光男会員・松本安永会員 

 山川泰利会員・柿沼洋一会員・佐々木倉造会員 

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 

特別委員会 松本安永総務部会長 

  井上脩士財務委員長 

親睦・家族委員会 間室照雄委員長 

次年度会長方針  大澤二三夫会長ｴﾚｸﾄ 

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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会員誕生祝い 

柿沼洋一 会員 

 20日が誕生日で 54歳になり

ます。また 24 日が結婚記念日

で 26 年になります。別府に旅

行に行ってきました。ありがとう

ございました。 

 

松村豪一 会員 

 4月28日で78歳になります。

これまで無事に来られたことに

感謝しています。ありがとうござ

いました。 

 

奥様誕生月祝い 

加藤 勉 会員 

4月 7日が誕生日で 69歳

になりました。いろいろな病気

を患いましたが、最近は遊び

に出かけることも多くとても元

気にしています。 

 

馬場知行 会員 

18 日で 61 歳になります。

出かけることも多くおかげさま

でとても元気にしています。 

 

 

 

小林忠司 会員 

孫の子守で忙しそうです。

今日はありがとうございました。 

 

 

 

ご結婚月祝い 

山口光男 会員 

昭和 50年に結婚いたしまし

たので、39 年になります。本

日はありがとうございました。 

 

 

松本安永 会員 

今月 10日で結婚 37年にな

ります。子育ては終わりました

が、次男が後継者として一緒

に仕事をしています。今日は

定休日ですが、今朝も家内と

一緒に現場に出ています。今

度は電気工事士の先輩として、後輩を育てて

いってもらいたいと思います。 

乾杯            井上脩士 会員 

 

RLIパートⅡ修了書 

小畑正勝 会員       寺西修身 会員 
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お客様 

 

鴻巣市商工会青年部の陸田部長と加藤実

行委員長が 燃えよ！商工会青年部！東日

本大震災復興支援「第 3回チャリティゴルフ大

会」～子供たちの未来のために～ ＰＲのため

来訪されました。 

会長挨拶            石井英男 会長 

皆さん、こんにちは。4 月 1

日より消費税が 8％になりまし

た。皆様の企業、会社、事業

所、お店等はいかがですか。

これからの日本、経済がよく

なれば 2015年 10月より消費

税が 10％になる予定とのこと、来年にまた消

費税アップになるのは厳しいですが経済が良

くなり人々が豊な、住みやすい生活になれるよ

う願っています。 

今月は、水曜ロータリークラブの大イベント

第 21 回ふれあい鴻巣ウォーキングが 4 月 26

日（土）に開催されます。会員一人当たり 10人

の初参加者を 4月 23日までに募集しますので、

皆様のご協力よろしくお願い致します。盛り上

げていきましょう。又 4月 16日は決起大会を鴻

巣市市民活動センターで移動例会として大勢

の会員の参加お願い致します。 

本日、4 月の会員誕生月祝い令夫人誕生

月祝い結婚月祝いの皆様おめでとうございま

す。 

 

 

幹事報告         山口光男 幹事 

① 4月のロータリーレートは1

ドル＝102円 

② 3月23日(日) RLIパート

Ⅱ 埼玉会館 寺澤、小

畑、寺西、成田 

③ 3月26日(水) 献血例会 

福祉センター 49名受付、41名採血 

④ 4月9日(水) 第5グループ親睦ゴルフ 大

宮ゴルフコース 8名 

⑤ 4月14日(月) 鴻巣ライオンズクラブチャリ

テイゴルフ 鴻巣CC 8名 

⑥ 4月20日(日) 鴻巣RC文化講演会 クレア

こうのす 石井会長他 

地区からの報告 

① 4月 18日(金) 地区協議会 大宮ソニック

 次年度委員長 

② 4月 22日(火)  女性会員・新会員の集い 

③ 4月 27 日(日) ロータリー・リーダーシップ

研究会(RLI)パートⅢ 埼玉会館 

委員会報告 

特別委員会      松本安永 総務部会長 

16 日（水）午後 6 時半から、

エルミこうのすアネックス 3 階

市民活動センターにおいて

「ふれあい鴻巣ウォーキング」

決起大会を開催いたします。

食事の用意はありませんが

例会となっていますので、全員の参加をお願

いいたします。各委員会の進捗状況について

は、委員長から発表をしていただきます。 

井上脩士 財務委員長  

 現在、協賛金は 145 口です。

協賛金の受付表を RC事務局

へ FAX してください。協賛金

は後日で結構です。今後、お

礼状とともに招待券を 1 口に

つき 4名分、お送りします。 
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大澤二三夫 ＰＲ委員会委員長 

1. 先週、前回参加者（812通）

郵送しました 

2. 4 月 1 日、現在の各公民

館の参加者申し込み者は

（37名）です。 

3. これから、各ロータリークラ

ブへのキャラバンにお伺いしようと思って

います。参加できる人は私と一緒に行きま

しょう。 

4. 本日、例会終了後、小学校、中学校へ、

各学年、クラス別に分けますので手伝って

下さい。 

親睦・家族委員会     間室照雄 委員長 

 親睦旅行についてお知らせ

いたします。日程 5 月 23・

24・25（金・土・日）。出発（鴻

巣駅）を少し遅らせる事と、往

復新幹線による移動、宿泊グ

レードの高いホテルに変更、

東北六魂祭りの見学時間を

11時から 3時まで自由行動とするなど、当初よ

りも少し予算はあがる事になる様ですが、近日

中に見積もりが出ます。会員に正確な情報が

伝えられますので、数日お待ちください。参加

費は会員 9 万円、家族 8 万円の予定です。よ

ろしくお願いいたします。 

次年度会長方針 

大澤二三夫 会長エレクト 

 鴻巣水曜ロータリークラブ

は 23 年目を迎え、2 年後に

は節目となる 25 周年を迎え

ます。成熟と過渡期を迎え、

これからのクラブ運営を考え

ると、先輩会員と若い会員と

の融合が図られる時期だと思います。みんな

に公平で、好意と友情を深める、クラブ運営を

進めていきたいと思います。それには奉仕をし

ているという体験を共有し、実感して戴き、出

席したいと思う例会運営にします。又、我々の

活動が広く市民の皆様に伝わる奉仕活動と、

効果的なクラブ運営を心掛けます。 

2014～2015年度 RI会長 ゲイリーC.Kホァ

ン氏は「ただ座って暗闇を呪うよりも、ロウソク

を灯した方がいい」という中国の思想家、孔子

の言葉を引用し、テーマは、「ロータリーに輝き

を」 「Light Up Rotary」を提唱しました。そし

て地区ガバナー濱野英美氏は「ロータリーは

人づくり そして奉仕」を地区活動方針にし、

「ロータリーの原点に戻ろう」を地区運営方針

に掲げました。会員一人ひとりがろうそくの火

をともし、それが、クラブの一つの火になり地区

の火になり、世界の火になるよう、会員の皆様

とご家族の協力を得て、鴻巣水曜ロータリーク

ラブの発展向上に努めたいと思います。何卒

宜しくお願致します。 

2014～2015 年度 鴻巣水曜ロータリークラブ

のテーマ 

「会員一人ひとりが輝き、その火をクラブへ」 

今年度の事業目標 

1. ゲイリーC.K.ファン RI 会長が掲げる「ロー

タリーに輝きを」 

第 2770 地区 濱野英美ガバナーの「ロー

タリーは人づくり そして奉仕」を実践す

る。 

2. 例会プログラムを充実させ、外来卓話を月

に一度入れ、出席率の向上に努める。 

3. クラブ活性化部門、特に、会員増強維持

では数字目標として、純増 5 名を目標とし、

退会防止と新入会員の育成を重点とし、

RLI出席を促す。 

4. 奉仕プロジェクト部門では、奉仕活動の要

請を積極的に受け入れる。 

5. 新世代部門では、中学生の職場体験プロ

グラムの要請に応える。又、ライラの参加

者は、クラブ活性化に寄与する。 

6. ロータリー財団・米山記念奨学部門では、

地区で示された年次寄付・ポリオ撲滅基金

目標は 100％とする。地区補助金事業に
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ついては社会奉仕委員会と連携を取り、

防災グッズを市に寄贈する。 

7. 親睦旅行は伊勢神宮参拝と鈴鹿 F1 観戦

とする。 

8. 東日本大震災の支援は継続する。 

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 597,500 円

本 日 の 合 計 23,000 円

次回繰越金合計 620,500 円  

 

ふるさとの杜 

ユリノキ         中央小学校 生徒たち 

 

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くらいでチューリップ

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。 

 

 

 本日 修正 

 4月 2日 3月 26日 3月 19日 

 1049回 1048回 1047回 

 通常例会 献血 通常例会 

会 員 数 32  32 

出 席 数 23  18 

欠 席 数 9  14 

例会出席率 71.8%  56.25% 

Ｍ Ｕ 数 2  6 

合計出席数 26  24 

出 席 率 78.1% 100% 75% 

スマイル  春がきました。‘風を楽しむ’ウォーキング頑張ろう。 

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・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・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・柿沼洋一会員・坂口正城会員・小林玲子会員・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 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

第 1047回例会のクラブ会報のなかで、松村

豪一会員の卓話の内容に誤りがありました。 

1. 「もうすぐ 3 年になろうとしています。」→「3

年が経過しました。」  

2. 「ロータリアンの福祉の心」→「ロータリアン

の奉仕の心」 

以上 2 ヶ所です。松村会員より原稿をいただ

いた段階で訂正の申し出がありましたが、その

まま掲載してしまいました。訂正してお詫びい

たします。 

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 

鴻巣市市民活動センター 

開会 18：30 

4月 23日 

（水） 

第 1051回通常例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

最終打ち合わせ 

4月 25日 

（金） 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

大会準備 

鴻巣陸上競技場 13：00集合 

4月 26日 

（土） 

第 1052回移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

大会当日 

鴻巣陸上競技場 7：00集合 

4月 30日 

（水） 
振替休会 

5月 7日 

（水） 

第 1053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 

クラブフォーラム 

5月 14日 

（水） 

第 1054回通常例会 

クラブフォーラム 

5月 21日 

（水） 

第 1055回通常例会 

卓話 鴻巣市長 原口和久様 

花チャリティ 

5月 23日 

（金） 

第 1056回移動例会 

親睦旅行（～25日） 

5月 28日 

（水） 
振替休会 

クラブ会報委員会 

委員長  田邊 聖      

委  員  長谷川信子 柿沼洋一 小林玲子 寺西修身 

       伊丹昌幸 


