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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  

宮城 仁 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 宮城 仁会員 

会員誕生祝い 寺澤銀三会員・間室照雄会員 

ご結婚月祝い 小畑正勝会員・伊丹昌幸会員 

乾杯 井上脩士会員 

会長挨拶 石井英男会長 

幹事報告 山口光男会員 

委員会報告 

親睦・家族委員会 間室照雄委員長 

プログラム委員会 馬場知行委員長 

広報・雑誌・IT委員会 井上脩士委員 

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     間室照雄 会員 

 誕生月祝いありがとうござ

います。6月 12日で満 65歳

になります。90歳まで元気で

働けるように、4 年前にダイ

エットを始め、現在は68ｋｇの

体重で安定しております。朝

食を食べない、間食をしない、夕食後 18 時間

は食事をとらない、など今では生活習慣にな

っております。 

会員結婚月祝い 

小畑正勝 会員 

 鴻巣水曜ロータリークラブ

例会で、月初め結婚月祝い

を皆様に祝って戴き感謝申

し上げます。 

今年は末娘も、姉娘と同じ

高校に入学した都合、二人

同時に今まで同様、駅まで送って行きます。

親として送迎の僅かな時間をコミュニケ－ショ

ンの場として大切にしております。 

この季節がくると地元常光の話題は、常光

納涼まつりの話題で持ちきりです。早いもので

今年第 12 回開催となりました、納涼まつりは

子供・働き手・お年寄り達が、地域交流と親睦

を目的に鴻巣市常光小学校に集まります。回

数を重ねる度に感動が得られるまつりに成長

しました。皆様方には、今年もご支援・ご協賛

宜しくお願い申し上げます。 

伊丹昌幸 会員 

 6月 20日で結婚 21年となり

ます。20歳と 17歳の娘にもめ

ぐまれ大変幸せです。また現

在の単身赴任は家内にはち

ょうど良い距離感のようです。 

 

 

 

乾杯             井上脩士 会員 
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会長挨拶            石井英男 会長 

皆さん、こんにちは。2013

～2014 年度も残すところ、

あと一ヶ月となりました。 

先日は、祭りシリーズ 5

月 23日(金)～25日(日)まで、

東北六魂祭 2014山形に 19

名の参加を頂きまして、ブルーインパレスのア

クロバット飛行とお祭を見て来ました。(株)ジャ

パントラベルに宿泊費、JR 運賃代、貸し切りバ

ス代等その他、旅行費が約 160万円の支払い

でした。そのほか皆様のお土産等、もろもろ加

算しますと約 200 万円を超える大きな金額が

東北地域に使えた事は、東北復興や被災者

の方々の支援に手を差し伸べる事もできたの

ではないかと考えております。3月 11日後、特

にバスガイド(女性)さんも「東北 山形に良く来

てくれました」と、大歓迎で感謝してくれまし

た。 

6月 1日(日) 社会奉仕委員会では、蓮江郁

夫委員長を中心にクリーン鴻巣で除草作業を

上谷運動公園(ふるさとの杜)にて、常光地域

の役員さんをはじめ水曜ロータリー会員及び、

小畑会員(旭科学株式会社)が従業員の方を

たくさん連れてご参加を頂きました。間室会員

の指導を頂きながら、とても綺麗に除草作業

ができましたことを会長として感謝しており、お

礼を申し上げます。 

追記 ガバナー月信の今月号に、ふれあい鴻

巣ウオーキングの記事が掲載されています。 

 

幹事報告          山口光男 幹事 

① 6月のロータリーレート＝1

02円 

② 5月21日（水）鴻巣市中学

生社会チャレンジ事業連

絡協議会 教育支援セン

ター 小畑会員 

③ 5月23日～25日（金土日）会員親睦旅行

東北六魂祭り 19名参加 

④ 5月27日（火）鴻巣商工会青年部チャリテ

ィゴルフ おおむらさきGC 6名  

⑤ 5月28日（水）第5G現次年度会長・幹事並

びに懇話会合同会議 東武バンケット上

尾 石井会長、山口、大澤、小林、小畑 

⑥ 6月１日（日）クリーン鴻巣 上谷運動公園

ふるさとの杜除草作業 

委員会報告 

親睦・家族委員会 間室照雄 委員長 

総勢 19 名の参加でした。

そのうち夫人の参加が 6 名、

最後の晩は寺澤夫人ほか全

員がステージに上がって歌っ

ていただくなど、大変盛り上

がった親睦旅行でした。行か

れなかった方へは、お土産が

ありますので、お受け取りください。親睦委員

会費は 13 万円ほど使わせていただきました。

（お土産代含む） 

ふるさとの杜除草作業について 

6 月 1 日（日）社会奉仕委員長の蓮江先生

の呼びかけで、たくさんの参加者で作業をす

ることができました。特に旭科学さんの社員の

方が 10 数名参加くださりました。また、新入会

員の成田さん、石川さん、群銀支店長伊丹さ

んには八重桜を、枯れてしまった旭科学さん

には桂の苗をそれぞれ植樹しました。 
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プログラム委員会     馬場知行 委員長 

 本年度 6 月分そして 7、8

月分のプログラムを発表しま

す。委員長としてやり残した

ことを次年度松本委員長と

協力して目的を果たすよう

頑張りたいと思います。 

広報・雑誌・IT委員会     井上脩士 委員 

 6 月号「ロータリーの友」の

紹介をいたします。左見開

きを開けると「ロータリー親睦

活動月間」の説明が載って

います。アマチュア無線・切

手・囲碁・ヨット・スキーなど

の活動が報告されています。

次に 2014年度、フォトコンテスト入選作品が載

っています。次に、ポリオ撲滅まで「あと少し」

の活動の歴史が載っています。今日本ではポ

リオワクチンは、不活化ワクチンが主体です。

右見開き。富岡製糸場が世界遺産になった記

事が紹介されています。友愛の広場、「ロコモ

を知っていますか」の記事では寿命が延びた

ため足腰に負担がかかり、節々が痛み、歩行

に障害が出てきた人々が増えている。予防の

ため、「ロコトレ」を始めて、年をとっても自立し

て楽しく過ごすために「歩く」ことが大切なこと

であると報告しています。18日の例会では、山

川会員が「ロコモ」について卓話をいたします。

皆さんの参加をお願いします。 

出席報告     加藤 勉 委員長 

 

  

 本日 修正 

 6月 4日 5月 23日 

～25日 

5月 21日 

 1057回 1056回 1055回 

 通常例会 親睦旅行 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 21  22 

欠 席 数 11  10 

例会出席率 65.6%  68.7% 

Ｍ Ｕ 数 4   

合計出席数 25   

出 席 率 78.1% 100% 68.7% 
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スマイル報告       馬場知行 副 SAA 

 

 

前回までの合計 724,500 円

本 日 の 合 計 21,000 円

次回繰越金合計 745,500 円  

ふるさとの杜 

十月桜               常光納涼祭り 

 

 

  

十月桜は、バラ目バラ科サクラ属の植物。

桜の園芸品種で、毎年二度開花する。エドヒ

ガンの系列でコヒガンの雑種とされている。花

が 4 月上旬頃と 10 月頃の年 2 回開花する。

花は十数枚で、花弁の縁が薄く紅色になる。

萼筒が紅色でつぼ型である。樹高は 5ｍ程。 

 

 

 

 

 

編集後記 

クラブ会報委員長としての任期も後わずか

です。一年間ご協力ありがとうございました。

次年度は井上脩士委員長です。立場は変わり

ますが協力していく所存です。引き続きよろし

くお願いたします。           （K.T） 

 

個人スマイル 

宮城仁会員…魚孝鮮魚センター寿司ご利用ありがとうござ

います。 

間室照雄会員…旅行では大変おせわになりました。   

長谷川信子会員…お土産有難うございます。早退しま

す。 

伊丹昌幸会員…6月 20日結婚 21年になります。 

スマイル１  石井年度親睦旅行で山形に無事行って参り

ました。 

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・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・仁見惠

美子会員・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・石川和枝会員 



   6 / 6 

 

 
 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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  

７月 2日 

（水） 

第 1061回通常例会 

新年度指針発表 

会員誕生月祝い 

令夫人誕生月祝い 

結婚月祝い 

7月 9日 

（水） 

第 1062回通常例会 

クラブフォーラム 

7月 16日 

（水） 

第 1063回通常例会 

クラブフォーラム 

7月 23日 

（水） 
休会 

7月 30日 

（水） 

第 1064回移動例会 

バーベキュー（BBQ） 

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 


