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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     間室照雄 会員 

 

 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 3 

 

小林忠司 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 間室照雄会員 

会長挨拶 石井英男会長 

幹事報告 山口光男幹事 

クラブフォーラム 

会員増強維持  馬場知行委員長 

職業分類・会員選考 次年度会長 大澤二三夫 

職業奉仕  井上脩士委員長 

社会奉仕  成田志津子委員長 

国際奉仕  寺西修身委員長 

特別委員会  坂口正城委員長 

青少年交換  小畑正勝委員長 

ライラ・新世代育成  間室照雄委員長 

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 
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会員誕生祝い         寺澤銀三 会員 

 

 

会長挨拶             石井英男 会長 

皆さん、こんにちは。ロ

ータリー国際大会 オー

ストラリア、シドニーより津

田健三パストガバナー、

寺澤銀三直前会長お帰

りなさい。お疲れ様でした。会を代表して、会

長幹事に素晴らしいネクタイをお土産頂きまし

た。更に、会員のみなさん全員に国際ロータリ

ーバッヂをプレゼントして頂きまして、大変あり

がとうございます。世界の珍しい、また美しい

景色、素晴らしい話を聞かせてもらいました。

飛行機では 6 回の乗り降りがなされたそうで、

早く疲れを取って頂き良い思い出だけを残し

て頂きたいと思います。 

6月 8日（日）は、国内男子ツアー「日本プロ

ゴルフ選手権大会が兵庫ゴールデンバレー

GCで開催されました。通産 9アンダーで大会

初優勝、手嶋多一プロが賞金 3,000 万円を手

にしましたが、一打差で小田孔明プロは 2 位

に終わりました。その国内メジャー開催が、来

年には埼玉太平洋クラブ江南コースに決定し

ました。近くにプロゴルフ選手が来るのは、大

変楽しみですね。スポーツシーズン到来で

す。 

サッカーワールドカップ 2014 ブラジル大会

が、あと 2日でサンパウロにて開催があります。

6月 13日は、ブラジルとクロアチアの初戦が始

まります。6 月 15 日（日）日本は、コートジボワ

ールと対戦します。日曜 AM 9：00 NHKテレビ

にて見られるので、良い時間のタイミングだと

思います。ブラジル、リオデジャネイロの治安

は、地域によって良くない所も多いようですが

サッカー大会が成功し、治安が安定することを

願っています。 

ロータリーの基本 世界が平和に。みんな

に豊かな人生を。ロン D．バートン RI会長のテ

ーマです。 

幹事報告          山口光男 幹事 

① 6月11日(水) 鴻巣

市立常光小学校評議員委

嘱状授与式 小畑正勝 

② 6月11日(水) 4C親

睦ゴルフ大会引継 鴻巣C

C 石井、山口 

③ ６月12日(木) 鴻巣市青少年健全育成市

民会議総会  

④ ６月13日(金) ふれあいウォーキング反省

会 レストランとき 石井会長他 

⑤ ６月19日(木) パスト会長会 ゆき寿司 

⑥ ６月20日(金) 会員増強維持部門セミナ

ー 川口市民ホールフレンデイア 

国際大会 お帰りなさい  

津田健三 パストガバナー 

5月 29日～6月 5日お

疲れ様でした。会長幹事に

ネクタイ、会員にバッジの

お土産ありがとうございま

す。 

 

 

お土産のネクタイ 
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クラブフォーラム 

職業分類・会員選考委員会 

大澤二三夫 次年度会長 

活動方針 

鴻巣の産業にあった

職業分類の見直しをす

る。 

活動計画 

1. 会員の候補者があ

った時点で面談し、ロータリーについて

充分説明し理解してもらう。 

2. 女性会員候補者の場合は、会員夫人に

も意見を求める。 

3. 職業分類を見直し、鴻巣の産業に適し

た職業を見出す。 

会員増強維持委員会  馬場知行 委員長 

活動方針  

本年度 RIテーマ「ロータ

リーに輝きを」を実践すべ

く磨けば輝く原石のような

若き職業人の発掘に努め、

会員の増強を成し遂げ、ク

ラブ活性化を計る。 

活動計画 

1. 会員増は 5 名を目途とし、なんとしてでも

成しとげる。 

2. 若き職業人の集い等を通じ、積極的にア

プローチする。 

3. 脱会防止、及び入会まもない会員のコミ

ュニケーションづくりに努力する。 

4. 異業種の交流活動の実施。 

職業奉仕委員会  井上脩士 委員長 

活動方針 

 ロータリーの目的は、意義

ある事業の基礎として奉仕

の理念を奨励し、これを育

むことにある。濱野ガバナー

の地区活動方針「ロータリー

は人づくり そして奉仕」の目指すところを理

解し、活動計画を作っていく。 

活動計画 

1. 中学生の職場体験（チャレンジ３days）事

業の実施。 

2. 10月職業奉仕月間において、地区より卓

話講師を派遣してもらう。 

3. 地区「職業奉仕月間セミナー」への参

加。 

4. 地区「職報ニュース」へ情報提供を行う。 

5. 職場訪問の実施。（親睦・家族委員会と

連携して） 

社会奉仕委員会    成田志津子 委員長 

活動方針 

濱野ガバナー年度地

区活動方針として「ロー

タリーは人づくりそして奉

仕」と地域社会への活動

推進を揚げました。 

地域に根差したロータリー活動を目指すこと

を基本に積極的な地域社会奉仕活動を推進

してまいります。 

活動計画 

1. 平成 26 年度鴻巣市献血推進協議会に

年 2回の献血例会を実施する。 

① 平成 26年 11月 26日（水） 

 10：00～11：45 13：00～15：30 

② 平成 27年 3月 25日（水） 

 10：00～11：45  13：00～16：00 

2. 地区補助金事業として防災グッズを市に

寄贈する。 

3. 地域清掃事業として、鴻巣クリーン運動

に参加する。 

4. 上谷運動公園の植樹の手入れ 

5. ふれあい鴻巣ウォーキングでのチャリティ

ボックスの設置 

6. ペットボトルキャップ回収キャンペーンの

実施 
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国際奉仕委員会  寺西修身 委員長 

活動方針 

「奉仕の理念で結ばれ

た職業人が、世界的ネット

ワークを通じて、国際理解、

親善、平和を推進すること」

というロータリーの目的に

向けて、第 2770 地区の枠を超えて国内外に

仲間を作り、相互理解と奉仕の実践を通じて

人道的援助と親睦の輪を広め、国際平和に貢

献します。 

活動計画 

今までの全ての奉仕活動を基にして、可能

な国際奉仕、親善、理解を推進、参加し、例

会としてクラブ協議会を開く。 

「いのち」と「子ども達への教育支援」の要請

に対し、奉仕と寄付を通じて国際平和の推進

に貢献する。 

1. 国際大会（リオ デ ジャネイロ）参加 

2. 第 13回日韓親善会議 

3. 第 3750地区（韓国）地区大会の参加 

4. 奉仕プロジェクト（フィリピン）視察と検証 

特別委員会       坂口正城 委員長 

活動方針  

今年度 22回目を迎え鴻

巣市の行事として定着をし

ています。近年県ウォーキ

ング愛好者の参加が増加

していますが、今年度は地

元の子供の参加者の増加を目指したい。 

活動計画 

1. レクリェーション協会と協力して、22 回大

会のスケジュールを決める。 

2. 鴻巣市教育委員会、PTA連合会、スポー

ツ少年団に子供達の参加を働きかける。 

3. レクリェーション協会には更に県内外のウ

ォーキング愛好者に対し PR を強化して

頂く。 

4. 全会員を実行委員とし、各人に役割を与

える。 

青少年奉仕部門       部門長 田邊 聖 

部門方針 

会長方針に基づき、中学生の職場体験プロ

グラムを実施いたします。青少年交換プログラ

ム・インターアクト・ローターアクト・RYLA につ

いては、地区からの要請に応えうる体制を構

築してまいります。 

青少年交換       小畑正勝 委員長 

活動方針   

（海外へ留学したい）その

願望に応えるロ－タリ－ク

ラブ青少年交換留学制

度、このプログラムで

2014～2015 年度は、海

外より留学生 21名を受け入れます。 鴻巣水

曜ロ－タリ－クラブでの過去受入れ留学生数

は、アルゼンチン男子 1名女子 1名・ブラジル

女子 2名・アメリカ女子 1名、計 5名の留学生

をクラブで受入れております、又 派遣留学

生では、メキシコ女子1名・アメリカ女子2名計

3 名の派遣留学生を送り出しました。今年もど

うぞ会員皆様の手ですばらしい交換留学生を

推薦して戴きたく宜しくお願い申し上げます。 

目標 

◎2770 地区青少年交換委員会：大塚崇行地区

青少年委員長が述べられております様に、2015

～2016 年度に向けて地区青少年交換委員会で

は、20 名の派遣留学生候補者の募集活動を行

います。 鴻巣水曜ロ－タリ－クラブ会員皆で、

青少年交換留学候補を推薦しましょう。 

ライラ・新世代育成 間室照雄 委員長 

活動方針 

 ライラ（RYLA）では青少年

のリーダー養成とロータリー

を理解し、将来ロータリアン

を目指す参加者を募りた

い。 

青少年育成では、地域の中学校、高校から

の職場体験プログラムに応えられる体制を整
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え地域の青少年に、将来の職業を描く事を目

標とする。 

活動計画 

1. 会員従業員、家族から参加者を募集する。

費用はクラブで負担する。 

2. 市内の中学校において、車椅子介助ボ

ランティア要請講座を開設する。 

3. 中学生、及び、高校生に対する職場体験

プログラムの受入れ企業の募集を行う。 

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 745,500 円

本 日 の 合 計 23,133 円

次回繰越金合計 768,633 円  

 本日 修正 

 6月 11日 6月 4日 5月 23～

25日 

 1058回 1057回 1056回 

 通常例会 通常例会 親睦旅行 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 24 21  

欠 席 数 7 11  

例会出席率 75.0% 65.6%  

Ｍ Ｕ 数 1 4  

合計出席数 25 25  

出 席 率 78.1% 78.1% 100% 

個人様スマイル 

小林忠司会員…15 日（日）に 16%プレミアム商品券を発

売、ご利用下さい。 

井田喜代志会員…津田 PG、寺澤地区役員、国際大会

からお帰りなさい。 

スマイル１  梅雨時期、体調管理を万全にして、元気にの

りきりましょう。 

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・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・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・

坂口正城会員・小林玲子会員・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・伊丹昌幸会員 
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ふるさとの杜       伊丹昌幸 会員 

 

 

 

クチナシ（梔子）は、アカネ科クチナシ属の常

緑低木である。野生では森林の低木として自

生するが、むしろ園芸用として栽培されること

が多い。果実が漢方薬の原料（山梔子）となる

ことをはじめ、様々な利用がある。果実が熟し

ても割れないため、「口無し」という和名の由

来？樹高 1-3ｍほど。葉は対生で、時に三輪

生となり、長楕円形。花期は６-７月で、葉腋か

ら短い柄を出し、一個ずつ花を咲かせる。

10-11月ごろに赤黄色の果実をつける。 

 

編集後記 

昨日（6月 15日）K.I会員と「こだわり女子の

プチバカンス」軽井沢・星野エリアの源泉かけ

流しトンボの湯美肌入浴＋美肌御膳プランで

リフレッシュしてきました。カフェではW杯日本

代表の試合を巨大スクリーンで応援するので

大勢集まっていました。森林浴効果もあってか

今日は仕事、クラブ会報作りに集中出来まし

た。              （R.K） 

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  

次年度 

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 


