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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     寺澤銀三 会員 

 

ロータリー財団寄付表彰 

ポール・ハリス・フェロー 仁見惠美子 会員 

 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー① 

石井英男 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 

ロータリーソング斉唱（奉仕の理想） 

四つのテスト 寺澤銀三会員 

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 

木曜会ゴルフ 加藤勉木曜会幹事 

特別委員会 ふれあい鴻巣ウォーキング 

  松本安永委員長 

  井上脩士財務委員長 

  大澤 PR委員長 

  山口総務副委員長 

  小林玲ボランティア

 副委員長 

親睦・家族委員会 間室照雄委員長 

次年度報告 小林玲次年度幹事 

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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会長挨拶             石井英男 会長 

皆様こんにちは。4月は

9 日（水）地区ゴルフで、

例会がお休みでした。4

月 16 日（水）は、「ふれあ

い鴻巣ウォーキング決起

大会」を市民活動センタ

ーで開催しましたので、今日は久しぶりのホー

ム例会になります。 

今月は会長として、1 週間前後の地区行事

が毎日のようにありました。 

4月 15日（火）は、浦和 埼玉市民会館で国

際奉仕部門セミナーにて、安倍晋三内閣総理

大臣の夫人・安倍昭恵（あべあきえ）様の特別

講演に参加。 

4月 18日（金）は、大宮ソニックシティーにて

地区研修・協議会。 

4月 20日（日）は、クレアこうのすにて鴻巣ロ

ータリークラブ第 25 回文化講演会で、明治天

皇の玄孫（やしゃご）であります、竹田恒泰（た

けだ つねやす）様の講演でした。 

4月 22日（火）は、大宮清水園にて女性・新

会員の集いに、女優の松島トモ子様の卓話が

ありました。 

4 月 23 日（水） 本日は浦和パインズにて 

PM 5:00 より、国際ロータリー直前会長の田中

作次様のトワイライトミーティング開催に参加し

て来ます。 

お蔭様で 1 週間に、これだけの著名人の

方々に直接お会いできた事、幸いに思ってい

ます。 

ウォーキングでは、初参加者を私は 20名募

りました。会員の皆様はいかがですか。4月 26

日（土）は、ぜひ第 21 回ふれあい鴻巣ウォー

キングを全会員の力で盛り上げていきましょう。

よろしくお願い致します。ありがとうございまし

た。 

幹事報告         山口光男 幹事 

① 4月 9日(水)第 5グル

ープゴルフコンペ 大

宮 GC 石井会長他７

名 

② 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 

③ 4月16日(水)ふれあい鴻巣ウォーキング決

起大会 市民活動センター 

④ 4月15日(火)国際奉仕セミナー さいたま

市民会館浦和 石井会長 

⑤ 4月16日(水)第5グループ次年度会長幹

事会 大澤二三夫、小林玲子 

⑥ 4月17日(木)北本・桶川EVRC合同例会 

ビステイ 津田、大澤 

⑦ 4月18日(金)地区研修・協議会 大宮ソニ

ック 大澤会長エレクト他 

⑧ 4月20日(日)鴻巣RC公開例会 クレアこう

のす 石井会長他 

⑨ 4月22日(火) 女性会員・新会員の集い 

ラフォーレ清水園 石井会長他 

⑩ 4月23日(水) 職業奉仕夜話会 卓話者田

中作次様 浦和パインズホテル 

⑪ 5月27日(火)商工会青年部チャリテイゴル

フ大会 おおむらさきGC 4名 

⑫ 6月1日(日)クリーン鴻巣 ふるさとの杜 除

草作業 

⑬ 5月14日(水)上尾RCオープン例会、ポー

ル・コールマン氏記念講演会 東武バン

ケットホール上尾 
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委員会報告 

 

木曜ゴルフ会コンペの件   加藤 勉 幹事 

 多数参加の木曜会ゴル

フコンペ10回目を2月に予

定しましたが、雪の為中止

させて頂きました。 

今回10回目は、5月16

日（金）吉見ゴルフを予約

しましたので多数の参加をお願いします。 

 

 

親睦・家族委員会     間室照雄 委員長 

親睦旅行の参加者は、

今日までで 19 名の参加

です。30 日が締切日で

す。参加宜しくお願い致

します。 

 

特別委員会 

ふれあい鴻巣ウォーキング    

松本安永 総務部会長 

先日の決起大会にお

いて前日・当日の行動計

画を配りましたが、一部

変更がありますので改め

て本日皆様にお配りいた

しました。各自の持ち場

を確認し、フリーの時間は臨機応変の行動を

お願いいたします。詳細については各委員長

より報告お願いします。 

井上脩士 財務委員長  

皆様のご協力で、144社

より 171 口の協賛金を頂き

ました。ありがとうございま

した。 

先日、お礼文とともに招

待券（1口4名）を送付いた

しました。大会終了後、連休明けにも完了お

礼とピンバッジを送らせて頂きます。 

大澤二三夫 PR委員長 

4月3日に東松山むさし

RC に会長、幹事、間室会

員、松本会員、小林（玲）

会員で、キャラバンに行き、

5 名の方が参加者して戴

けます。4月 14日、ライオ

ンズチャリティーゴルフで、朝の受付で参加者

の方に配布しました。午後 8時に JCの理事会

前にキャラバンに行って来ました。4月 15日は

鴻巣 RC の例会でキャラバンに行ってきました。

4 月 17 日は北本・桶川イブニング RC合同例

会に講師の津田さんと一緒に参加し、PR して

きました。 

20・21 日と各公民館さんの最終の回収作業

を私と坂口さんとしてきました。先程、山口幹

事さんからの、御報告では、現在、1300 人の
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参加者がいるそうですので、当日参加者、例

年 100 名いますので、招待者を含め、予想で

は 1500人以上になると思います。本日例会終

了後、のぼり旗の設置を駅から陸上競技場ま

での区間をしたいと思いますので、協力して下

さい。 

 山口光男 総務副委員長 

大会当日の、開会式に

は、渡辺ガバナーも全部に

出席し、AB コースの開会

式では挨拶を頂くことにな

っています。来賓者は全部

で 25 名もの出席があり、ロ

ータリー関係者も多くあるので、競技場入口で

来賓の案内をします。 

また、参加者の駐車場は免許センターだけ

になる関係で、駐車場の案内係の方は誘導を

よろしくお願いします。なお、奥様方には、前

日の準備は例年通り、グッズの袋詰めをお願

いします。当日は、来賓接待が終われば、ウォ

ーキングに参加をしていただき、楽しんでもら

えればと考えています。皆様のご協力よろしく

お願いします。 

 

 

 小林玲子 ボランティア副委員長 

 第 21 回 ボランティア参

加協力団体 

日赤奉仕団 36 名 カレ

ー炊き出し 

大人車椅子ボラ  25 名 

車椅子介助 

合計 61名 

第 21回 ボランティア参加協力中学校 

鴻巣中 27名 車椅子介助 

鴻巣北中 12名 車椅子介助 

鴻巣南中 20 名 お茶のサービス 記念品 

チェックポイント 

川里中 16名 歩くボランティア(ゴミ拾い) 

赤見台中 6名 スタート受付 ゴール受付 

合計 81名 

歩くボランティアの軍手とごみ袋の準備をお願

いします。 

また腕章の準備もお願いします。 
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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 620,500 円

本 日 の 合 計 22,000 円

次回繰越金合計 642,500 円  

ふるさとの杜 

ナンジャモンジャの木  

中屋敷慎一 県議会議員 

  

 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 

GW の過ごし方の第 1 位部屋の片づけ、2

位ショッピング、3 位ゴロゴロゆっくりすると、、

テレビでみました。私もすっかり同じと思いまし

たが、、GW 真最中、クラブ会報・次年度準備

が第 1位となりました。         （R.K） 

 本日 修正 

 4月 23日 4月 16日 4月 2日 

 1051回 1050回 1049回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 23  23 

欠 席 数 9  9 

例会出席率 71.88% 100% 71.8% 

Ｍ Ｕ 数 2  2 

合計出席数 26  26 

出 席 率 78.13% 100% 78.1% 

スマイル 1  ふれあい鴻巣ウォーキング 26日（土）皆様ご協力

をお願い致します。 

津田健三会員・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・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・石井英夫会員・仁見惠美子会

員・坂口正城会員・小林玲子会員・松村豪一会員・寺西修身

会員・成田志津子会員・細野潤一会員・石川和枝会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 7日 

（水） 

第 1053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 

5月 14日 

（水） 

第 1054回通常例会 

クラブフォーラム 

次年度各委員会発表 

5月 21日 

（水） 

第 1055回通常例会 

外来卓話 

鴻巣市長 原口 和久様 

5月 23日 

（金） 

第 1056回移動例会 

親睦旅行（～25日） 

東北六魂祭 山形市他  

5月 28日 

（水） 
振替休会 

6月 1日 

（日） 

RI事業 国際大会 

地域事業 クリーン鴻巣 

6月 4日 

（水） 

第 1057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  

6月 11日 

（水） 

第 1058回通常例会 

クラブフォーラム 

次年度各委員会発表 

6月 18日 

（水） 

第 1059回通常例会 

会員卓話 

6月 25日 

（水） 

第 1060回移動例会 

最終例会 

親睦ゴルフ・ボーリング大会  

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 


