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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 

ロータリーソング斉唱（奉仕の理想） 

ロータリーの目的・四つのテスト 松本安永会員 

会員誕生祝い 

津田健三会員・宮城 仁会員・加藤文男会員 

長谷川信子会員 

配偶者誕生祝い 

井上脩士会員・山川泰利会員・長谷川信子会員 

ご結婚月祝い 

津田健三会員・馬場知行会員・井上脩士会員 

会長挨拶 石井英男会長 

幹事報告 山口光男幹事 

お客様挨拶 植竹知子様 

RYLA研修報告 谷口 舞様 

委員会報告 

次年度幹事 小林玲子会員 

職場体験受け入れについて 小畑正勝会員 

親睦・家族委員会 間室照雄委員長 

出席報告 仁見恵美子副委員長 

スマイル報告 加藤 勉副 SAA 

点鐘 石井英男会長 

 

わ 
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会員誕生祝い 

宮城 仁 会員 

 今月で 71 歳に

なります。私ごと

ですが、最近 3

つよい事がありま

したので、お知ら

せいたします。ひ

とつは今秋オープンするベニバナウォーク桶

川に出店する事が決まりました。2 つ目は世界

農業遺産に実家が登録されました。3 つ目は

ゴルフのスイング軌道が 20 年かかりましたが

完成したことです。本日はありがとうございまし

た。 

 

加藤文男 会員 

 私は当クラブに

41 歳で入会しま

したが、18 年経

って、今月で 59

歳になりました。

今後も自分のペ

ースで活動していきたいと思います。ありがとう

ございました。 

 

長谷川信子 会員 

（配偶者誕生祝い） 

誕生月によせて

一句詠みました。

「古希をこえ地球

が早くまわります」。

18 日鴻巣吹奏楽

団の定期演奏会が開催されます。お世話にな

っている息子は中学、高校と吹奏楽部でクラリ

ネットを担当していました。是非お越しくださ

い。 

配偶者誕生祝い 

井上脩士 会員 

（結婚月祝い） 

妻（洋子）は、

57 歳になります。

結婚して 33年で

す。妻は、ガー

デニングに夢中

です。そのおかげで、クリニックの周りは花が

一杯で患者さんに喜ばれています。庭の手入

れをしていることで、精神安定剤となっていま

す。 

 

乾杯            小畑正勝 会員 

 

RLIパートⅢ修了書 

小林玲子 会員 

 

 

 

 

成田志津子 会員 
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お客様     植竹知子 様（熊谷南 RC） 

 みなさまこんにちは。大変ご

無沙汰しています。鴻巣水曜

ロータリークラブを離れて 6 年

になります。本日は所属する熊

谷南ロータリークラブで、次年

度会長を務めることになりまし

たので、そのご報告とご挨拶にお伺いいたしま

した。在籍中には宮城さん、小畑さん、仁見さ

ん、田邊さんをはじめ、みなさまにいろいろと

ご指導いただきました。本当にありがとうござい

ました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

RYLA 研修報告 

谷口 舞様 （北鴻巣クリニック） 

私 は 、 今 回 初 め て

RYLA の研修に参加させ

ていただきました。 

一日目は、熊本城へ見

学に行きました。熊本城は

日本三名城の一つであり、

城郭は約九十八万平方メートルで東京ドーム

二十一個分、周囲は約五・三キロメートルと広

大な敷地にとても驚きました。今でも歴史の流

れを受け継いでいることがよく分かりました。二

ヶ所目の水前寺成趣園では、豊富な阿蘇伏

流水が湧出して作った池を中心とした築山や

芝生、松などの植木できれいな景色を見られ

ることができました。夕食は、ロータリアンと研

修生合同でバーベキューを行いました。多く

の方々とお話ができて楽しかったです。 

二日目は、農業体験が中止になり、研修施

設の外で薪を割り、火をくべて飯ごうでご飯を

炊く体験をしました。かまどでご飯を炊くのは

難しくて時間もかかりましたが、自分達で炊い

たお米の味は格別でした。その後は、火山博

物館へ行きましたが、天候が悪く火口の景色

が見られなかったので残念でした。次に、白川

水源に行きました。白川水源は常温十四度の

水が毎分六十トンも湧き出て日本の名水百選

に選ばれています。 

三日目は、各グループに分かれて「森林伐

採を止めるには」をテーマに、デスカッションを

しました。様々な問題や意見が出て、自分自

身も改めて考えられた時間になりました。 

三日間という短い研修でしたが、研修生の

方々と楽しく交流が深められてとても良い思い

出となりました。 

 

会長挨拶            石井英男 会長 

皆様こんにちは。 

本日のお客様を紹介します。

元鴻巣水曜ロータリークラブ

会員でした植竹様（女性会

員）と、4 月 19 日～21 日の

RYLA 研修 熊本県阿蘇市

に加藤文男委員長と共に参加されました谷口

舞さんです。例会にようこそお越しくださいまし

た。 

4 月 26 日 ふれあい鴻巣ウォーキングには

水曜ロータリー会員と事務局、また会員の奥

様方、鴻巣レクレエーション及びボランティア

実行委員として、多大なるご尽力をいただきま

した皆様に感謝申し上げます。参加者 1,713

名＋アルファで大成功と思います。 

石井年度に会長方針としての事業目標の

ひとつに、「地域の災害・震災に役立つ奉仕」

があります。今回鴻巣市役所 防災課に、防

災グッズ 保温シート（エマージェンシーブラン

ケット）約 750人分を 9月初旬に寄贈するため、

国際ロータリー第 2770 地区 地区補助金（使

用計画）申請を 4月末までに済ませました。 

最後に、去年の 9月 25日（水）に群馬県富

岡方面に会員の皆様と、親睦小旅行に行きま

したが、その約半年後に私の故郷であります

富岡市 富岡製糸場が世界遺産に決定されま

したことは大変嬉しく、先に行って良かったと

思いました。 



   4 / 6 

 

 
 

5月 6日（火）ゴールデンウィークには、1日

で 8,000 名以上の人が来たそうです。会員の

皆様も、また機会がありましたら鴻巣から車で

約 90 分位で着きますので、参加してみてくだ

さい。 

なお、5 月会員誕生日、配偶者誕生日、結

婚月祝い おめでとうございます。 

 

幹事報告          山口光男 幹事 

① 5月のロータリーレートは1

ドル＝102円 

② 4月8日（火）鴻巣献血ル

ーム開所式 埼玉県赤十

字センター（免許センタ

ー内）石井会長 

③ 4月19日～21日（土日月）ライラ研修  

加藤文男、谷口舞さん 

④ 4月22日（火）地区女性会員・新会員の集

い 大宮ラフォーレ清水園 

⑤ 4月23日（水）職業奉仕夜話会 浦和パイ

ンズホテル 石井会長、津田、寺澤 

⑥ 4月26日（土）RLIパートⅢ 埼玉会館 

小林玲、成田 

⑦ 5月14日（水）PM6時 上尾RCオープン例

会  地球を歩く、木を植える「ポール・コ

ーマン氏の記念講演」 東武バンケットホ

ール 

 

委員会報告 

次年度幹事      小林玲子 次年度幹事 

 今週の金曜日9日に、次年度

の部門長、委員長会議をレスト

ランときにて 18時 30分より行い

ます。出席要請の対象の皆様、

ご多忙のところ恐縮ですが、よ

ろしくお願いいたします。 

また、次年度の活動方針の提

出をお願いいたします。どうぞよろしくお願い

たいします。 

中学生職場体験チャレンジ事業について 

小畑正勝 会員 

 風、薫る好季となりました、

会員皆様におかれましては、

益々ご清栄の事とお慶び

申し上げます。 

この度 鴻巣市教育委員

会学校教育部学校支援課

より平成 26 年度鴻巣市中学生社会体験チャ

レンジ事業に協力可能な事業所の標記につき

ましては、下記のとおり報告します。   

＊昨年度に引き続きご協力をいただける事業

所（課）につきましては「事業所」（課）の欄の

「継続」を○で囲んでください。今年度新たに

ご協力をいただける事業所につきまして「新規」

を○で囲んでください。また所在地・責任者・

受入可能人数・仕事内容等も記入下さい。 

 

親睦・家族委員会      間室照雄 委員長 

 予定されています親睦旅行

ですが、現在 17 名の参加予

定です。今からでも参加申し

込み可能ですので、よろしく

お願いいたします。 

 

 

ロータリーの友紹介   寺澤銀三 会員 
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出席報告     仁見惠美子 副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告       加藤 勉 副 SAA 

 

前回までの合計 642,500 円

本 日 の 合 計 25,000 円

次回繰越金合計 667,500 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様スマイル 

植竹知子様…次年度会長になる報告にきました。 

スマイル１  第 21回ふれあい鴻巣ウォーキング大成功 ご

協力ありがとうございました。 

寺澤銀三会員・井田喜代志会員・松本安永会員・蓮江郁

夫会員・井上脩士会員・大澤二三夫会員・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・田邊 聖会員・寺西修身会員・成田志津子

会員・細野潤一会員・伊丹昌幸会員 

スマイル 2  熊谷南 RC次年度会長植竹知子様ようこそ！ 

宮城 仁会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・山口光男

会員・間室照雄会員・加藤文男会員・石川和枝会員 

 本日 修正 

 5月 7日 4月 26日 4月 23日 

 1053回 1052回 1051回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 24  23 

欠 席 数 8  9 

例会出席率 75%  71.88% 

Ｍ Ｕ 数 2  2 

合計出席数 26  25 

出 席 率 81.25% 100% 78.13% 
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ふるさとの杜 

アメリカ花水木         原口和久 市長 

 

 ハナミズキは、ミズキ科ミズキ属ヤマボウシ亜

属の落葉高木。別名、アメリカヤマボウシ。樹

皮は灰黒色、葉は楕円形、秋には紅葉する。

花期は 4月下旬から 5月上旬で、白色や薄い

ピンク色の花をつける。ただし、花びらのように

見えるのは総苞で、中心の塊が花序である。

実際の花は、４弁の直径５ｍｍ程度の目立た

ない花が集合して、順次開花する 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

本日の例会も盛りだくさんでした。握手会に

はじまり、会員誕生祝い、お客様挨拶、ライラ

研修報告、委員会報告・・・もちろん会長挨拶

に幹事報告、出席報告にスマイル報告も。終

わってみれば一時半、定刻通り終了。僭越な

がら井田喜代志 SAAに「あっぱれ！」 （K．T） 

 

今後の活動予定 

 

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 


