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例会開始前の握手会 

ロータリーソング斉唱    （我等の生業） 

 

四つのテスト唱和     加藤文男 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（我等の生業） 

四つのテスト 加藤文男会員 

会長挨拶 石井英男会長 

幹事報告 小林玲子会員 

ちょっといい話 津田健三会員 

委員会報告 

親睦・家族委員会 間室照雄委員長 

クラブフォーラム 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 間室照雄副 SAA 

点鐘 石井英男会長 

 

わ 

 

RI第 2770地区     第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ   

地域社会に奉仕を  

第 1054回例会 2014年 5月 14日 
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会長挨拶            石井英男 会長 

皆さん、こんにちは。 

本日の例会は次年度クラ

ブフォーラムを予定しており

ます。おかげ様で石井年度も

後 45日となりました。 

次年度とのタッチゾーンに

入っております。22代会長（石井）から 23代会

長（大澤エレクト）に無事に引き渡しができます

ように、本日のクラブフォーラムは、時間を多く

取り発表をよろしくお願い致します。 

短いですが、会長の挨拶とさせて頂きます。 

 

幹事報告          小林玲子 会員 

①4月30日現在の入会速報 

地区全体で204名 

②5月8日（木）次年度部門 

 委員会議 レストランとき  

大澤エレクト他多数 

③5月14日（水）上尾RCオー

プン例会 中止 

④地区フレッシュ高校生社会体験プログラム 

受入事業所 現在2事業所 5月31日締め

切り 受入協力お願いします。 

⑤5月21日（水）鴻巣市長卓話 原口和久様 

⑥5月27日（火）商工会青年部チャリティゴルフ

大会 おおむらさきGC 5名参加 

⑦6月1日（日）クリーン鴻巣 ロータリーの杜清

掃作業 

地区からの報告 

2014-15年度部門セミナー詳細 

・6月 20日（金）会員増強維持部門 川口市民

ホール フレンディア 

・7 月 12 日（土）青少年奉仕部門 プラザイー

スト 

・7 月 27 日（日）ロータリー財団部門 さいたま

共済会館 

・8 月 3 日（日）米山記念奨学部門 ラフレさい

たま 

・8 月 9 日（土）管理運営部門 埼玉県県民健

康センター 

・8 月 23 日（土）広報部門 川口市民ホール 

フレンディア 

ちょっといい話       津田健三 会員 

 皆様こんにちは。前回の例

会は欠席してしまい、申し訳

ありませんでした。誕生月祝

いと結婚月祝いに私の大好

きなワインをいただきました。

まずもってお礼申し上げます。

5 月 25 日で 80 歳なり、傘寿ということになりま

す。みなさまからのご期待もありますが、ゴルフ

での目標があります。その目標達成のために

ジムへ通おうと思っています。そんなおりに体

調をくずしまい、6 日間通院しました。改めて

健康維持について考えさせられました。 

さて、低温核融合から発生するトリチウムと

いう物質について東北大学から共同研究した

いという申し出ありました。世の中のためになる

よう研究していこうと思っています。正式には

明日 5 月 15 日に契約、調印の予定です。進

展がありましたらご報告いたします。ありがとう

ございました。 

委員会報告 

親睦・家族委員会      間室照雄 委員長 

 いよいよ親睦旅行が迫ってま

いりました。詳しい集合時間等

につきましては次回の例会で

お知らせいたします。 
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クラブフォーラム    

進行 

大澤二三夫会長エレクト 

 

 

 

SAA                加藤文男 SAA 

活動方針  

Ｓｅｒｇａｎｔ Ａｔ Ａｒｍｓ本来

の任務に立脚して例会運営

を行います。「会員一人ひとり

が輝き、その火をクラブへ」の

一助となる。 

活動計画  

ホーム例会 12：30点鐘、13：30点鐘厳守い

たします。 

会長、幹事、プログラム委員会に基づく例

会プログラムを実行して、緊張感の中にもここ

ちよい満足感を得ていただきたいと思います。 

 

小林玲子 幹事 

2014～2015 年度、大澤会

長年度の幹事を引き受ける

ことになりました。 

大澤会長年度のクラブテ

ーマは「会員一人ひとりが輝

き、その火をクラブへ」を掲

げました。会長方針を受け止めて、各部門

ときめ細かいコミュニケーションをとり、

なごやかな委員会活動が進み大きな火にな

るようにまた、会員、御家族皆様の親睦や

奉仕活動を支えられるように努力いたしま

す。 

パスト会長皆様には気が付かれた事への

アドバイスご指導、宜しくお願い致します。

皆様のご協力宜しくお願い致します。 

プログラム・出席委員会  松本安永 委員長 

活動方針 

ロータリー活動の基本であ

る例会出席をし易い、また会

員増強維持を常に念頭に置

くプログラム作りを心掛ける。 

メイクアップを活用し、通算出

席率 90％以上を目標とする。 

活動計画 

1. 年間の例会プログラムを出来るだけ早め

に詳細化していく。 

2. 理事会には、向こう 3カ月のプログラムを

提出する。 

3. 担当委員会と協議をし、多くの意見を取

り入れた例会プログラムを企画する。 

4. 例会の出欠席を早めに把握する。 

5. 通常例会に出席が困難な会員を念頭に

置いた、別途メイクアッププログラムを企

画する。 

 

親睦・家族委員会      加藤勉 委員長 

活動方針 先輩会員と若い

会員との融合が図れるよう

皆様とご家族の協力を得て、

親睦の機会を多く取り入れ

楽しい委員会活動を目指し

て参ります。 

活動計画 

1．親睦旅行の実施（伊勢神宮参拝とＦ1観戦） 

2．県内及び近県の小旅行 

3．親睦ゴルフ・ボーリング 

4．炉辺会合（暑気払い、BBQ、鴻巣花火大会、

新入会員歓迎会） 
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クラブ会報委員会   井上脩士 委員長 

活動方針 

会員に喜ばれる・楽しめ

る・読みたくなる会報作っ

ていきます。もちろん手作

りの紙面を作ります。会員

全員がまんべんなく写って

いる紙面作りを行います。 

活動計画及び実施方法 

① 会員の協力を得て、原稿の提出はデ

ジタル送信を基本にしていただく。 

② 会報の発行は、翌週発行を基本とす

る。 

③ PC教室（基本的な）を開催して、原

稿の速やかな提出を促す。 

 

クラブ活性化部門 石井英男部門長  

 クラブ活性化委員会は、ロ

ータリーの第 1奉仕部門、クラ

ブ奉仕を具体的な名称に変

えた事です。クラブを円滑に

機能させるために、クラブ例

会及び会合に出席をする事、

クラブの親睦に加わる事、クラ

ブのプログラムに参加する事、会費を払う事、

ロータリー、クラブ会費としての責務と誇りを持

ち、その事でクラブの奉仕事業の促進と地域

社会で認められる団体にしていきます。しいて

は、会員増強につなげていく事です。 

（1）奉仕の理論をクラブで学ぶ 

（2）奉仕の実践例をクラブで示す 

（3）奉仕の実践を個人で示す 

（4）ロータリーの奉仕理念と実践を、一般の人

に受け入れて貰う 

出席報告        加藤 勉 委員長 

  

 

 本日 修正 

 5月 14日 5月 7日 4月 26日 

 1054回 1053回 1052回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 21 24  

欠 席 数 9 8  

例会出席率 65.6% 75%  

Ｍ Ｕ 数 2 2  

合計出席数 23 26  

出 席 率 71.8% 81.25% 100% 
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スマイル報告       加藤 勉 副 SAA 

 

 

前回までの合計 667,500 円

本 日 の 合 計 21,000 円

次回繰越金合計 688,500 円  

ふるさとの杜 

コナラ         事務局 石井 洋子さん 

 

 コナラはブナ目ブナ科コナラ属の落葉広葉

樹。別名ホウソ。日本では雑木林に多く見られ

る。葉は長楕円形で縁にとがった部分がある。

花は 4-5 月、若葉が広がる時に咲き、秋に実

（ドングリ）が熟す。樹皮は灰色で、縦に裂け目

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 編集後記 

石井年度も残すところあとわずか、大澤年

度の幕開けも間近です。本日クラブフォーラム

開催。次年度の鴻巣水曜ロータリークラブの

活動に期待が高まるばかりです。しばらくは目

が離せません。              （K．T） 

 

個人スマイル 

宮城 仁会員…本日新茶をお持ちしました。皆さん飲ん

でください。 

間室照雄会員…宮城さんいつもおいしいお茶ありがとう

ございます。 

スマイル１  親睦旅行近づきました。大勢の参加おねがい

します。楽しく行ってきましょう。 

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・間室照雄会員・

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・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・成田志津子会員・細野潤一

会員・伊丹昌幸会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


