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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） 

 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和  

石井英男 会員 

 

例会プログラム 

司会 加藤文男会員  

点鐘 

国歌斉唱 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和 石井英男会員 

お客様紹介 大澤二三夫会長 

RI2770地区第 5Gガバナー補佐 小高正之様 

 補佐幹事 堀口勝男様 

会員誕生月祝い 小林玲子会員 井上脩士会員 

 宮坂良介会員 

奥様誕生月祝い 馬場知範会員 松本安永会員 

 伊丹昌幸会員 山口光男会員 

結婚月祝い   馬場知範会員 蓮江郁夫会員 

会長挨拶 大澤二三夫会長 

幹事報告 小林玲子幹事 

委員会報告 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

クラブ会報委員会 井上脩士委員長 

出席報告 松本安永委員長 

スマイル報告 井上脩士副 SAA 
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会長挨拶           大澤二三夫 会長 

先日、ある事を覚える機

会があり、昔、受験勉強時

代に使った手法を使い乗り

切りました。その手法は、頭

の文字を覚えれば後は言葉

が出てくるということです。 

30 年以上前の話ですが、未だに覚えている

言葉がありまして、例えば、むきやうさみふはな

がしし、何のことか分からないと思いますが、旧

暦で、睦月、如月、弥生、卯月、皐月、水無月、

文月、葉月、長月、神無月、霜月、師走の頭の

文字です。では、ロータリーでは 4 つのテストで、

しみこみと、覚えています。真実かどうか、みん

なに公平か、好意と友情を深めるか、みんなの

ためになるかどうか、で覚えています。 

さて、先日、地区の会員増強セミナーで、会

長は例会ごとに会員増強の話をするようにと、

話がありました。当クラブでは、該当者を月に一

度外来卓話で来て頂き、勧誘したいと思ってい

ます。これから、一年間宜しくお願い致します。 

幹事報告          小林 玲子 幹事 

① 201４年 7 月のロータリー

レートは、1ドル＝ 102円 

② 5月 28日（水） 第 5G新

旧会長幹事会・懇話会合

同会議開催 

出席者：小畑 P ガバナー補佐、石井会長、

山口幹事、大澤新会長、小林新幹事 

③ 6月 18日（水） こうのす男女共同のつどい

実行委員会開催 

出席者：成田社会奉仕委員長 

④ 6 月 20 日（金） 地区会員増強部門セミナ

ー開催 

出席者：大澤会長、馬場会員増強委員長、

松本会員（地区会員増強維持委員長） 

⑤ 6 月 20 日（金） 平成 26 年度鴻巣市観光

協会総会  出席者：小林幹事 

⑥ 7月 11日（金） 地区事務局研修会開催 

欠席 

⑦ 7 月 12（土） 地区青少年奉仕部門セミナ

ー開催  

出席者予定：大澤会長 RYLA 委員長、青

少年交換委員長 

⑧ 7 月 27 日（日） 地区ロータリー財団セミナ

ー開催  

出席予定者：大澤会長、小林幹事、宮城部

門長欠席 

⑨ 8 月 2 日 地区奉仕プロジェクト部門セミナ

ー開催 

出席予定者：大澤会長、蓮江会長エレクト、

井上職業奉仕委員長、社会奉仕委員長、

国際奉仕委員長、ロータリー財団委員長 

⑩ 8月 3日（日） 地区米山奨学部門セミナー

開催 

出席予定者：大澤会長、宮坂米山委員長 

⑪ 8月 9日（土） 地区管理運営部門セミナー

開催 

出席予定者：大澤会長、柿沼管理運営委

員長 

⑫ 8 月 23 日（土） 地区広報部門セミナー開

催 

出席予定者：大澤会長、石井直前会長 

会員誕生月祝い 

小林玲子 会員 

 
誕生月祝いありがとうございます。7月 2日な

ので、新年度で、最初のお祝いをしていただき

ます。母に感謝です。89 歳で元気に頑張って

います。朝、昼、晩の食事の支度をしています。

また、習字教室をしていて、小学生、中学生、
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大学生、主婦の方がきています。今日は母が書

いた条幅を一つ持ってきました。「長楽萬年」と

書いてあり、「楽しく長く生きましょう」と。私も料

理を心掛けたいと思います。 

また、大澤会長の幹事を励んで楽しく過ごせ

たらと思います。よろしくお願い致します。 

井上脩士 会員 

 

13日で 62歳になります。先月は、例会をさぼ

って沖縄にいる娘とゴルフを楽しんできました。

来月は祖母の 33 回忌で徳之島にいきます。今

でも黒いですが「真っ黒け」になってきます。 

奥様誕生月祝い 

   松本安永 会員 

 
本日は、家内の誕生祝いをありがとうござい

ます。本日水曜日は定休日ですが、私が出か

ける前、店に降りてきて仕事に出かけました。 

家内も、店に入っている息子も、今年の干支

の午年生まれで同じ 7 月です。自分は、少し現

場作業から下がって、別なところで時間を使い

たいと思っています。 

伊丹昌幸 会員 

 
妻（理美子）は私より 1 歳年下なので、29 日

で私と同じ 48 歳になります。最近妻を見ている

と腹回り、腰回り、尻周りが若い頃とは違ってた

くましくなってきました。私が「うそつき」と言うと、

「パパの方が大うそつき」と言い返されます。お

互い体型は変わっても健康でいられることに感

謝です。本日はありがとうございました。 

山口光男 会員 

 

本日は、誕生日祝いをいただきありがとうござ

いました。 

うちのかみさんは、7月 30日生まれ今年で 66

歳になります。この4月から孫が近くの幼稚園に

行き始めました。帰りには、バスで帰ってくるの

を出迎えて、結構楽しんで孫の世話をしていま

す。また、合唱団に入りオペラの応援をしてい

て出かけることもよくあります。夫婦の距離をうま

く保ちつつこれからも過ごしていきたいと考えて

います。 

結婚月祝い         蓮江郁夫 会員 
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私は結婚して、まだ間もないのですが、七

夕にしよう、と７月７日に入籍届けを出しま

した。私は社会的能力に劣り、人間関係がと

ても下手で会長や幹事、皆様に多大なご迷惑

をおかけしてしまうと思います、申し訳あり

ません。そういう患者さんは治せるのですが、

自分は治せないので、苦労しています。 

妻は私より、社会的能力を持っているので、

助けられながら、娘と三人で楽しく生活して

います。 

委員会報告  

親睦・家族委員会       加藤 勉 委員長 

第 11回木曜ゴルフコンペ 

7月 17日（木）妻沼ゴルフ場

にて開催いたします。現在

11 名の参加予定です。会費

は 1000円、プレー費は食事

つきで 5900円。 

暑気払い移動例会のご案内 

今回は 7月 30日（水）井上会員宅にて、バー

ベキュー例会を行います。会費 2,000 円です。

家族の参加確認を次回例会までに報告してく

ださい。 

会員親睦旅行 

 今回の大澤年度の親睦旅行はＦ1 グランプリ

観戦と伊勢神宮の旅を計画しました。Ｆ1のチケ

ットの関係で 8 月第一例会に参加の返事をお

願いします。 

クラブ会報委員会      井上脩士 委員長 

 当クラブの会報は手作りで

行っています。大澤年度も皆

様のご協力をよろしくお願い

します。できるだけメールにて

送って頂ければ翌週の発行

が継続できます。 

卓話 ＲＩ2770地区第 5Gガバナー補佐  

小高正之 様 

皆さん今日は。今年度の

第 5グループ G補佐に就任

いたしました桶川イブニング

所属の小髙正之と申します。

ロータリー暦は、16年で職業

分類は、保険代理店です。ガバナー補佐の輩

出クラブとして桶川イブニングは、入っていませ

んでした。3 年前に上尾東クラブが消滅し、そろ

そろ桶川イブニングから G 補佐を選出してはど

うかと、懇話会で桶川 RC の久住パスト分区代

理から推薦を受け、私が今年度の第 5グループ

の G 補佐を拝命いたしました。1 年間、ご協力

のほど宜しくお願い申し上げます。大澤会長、

小林幹事 就任おめでとうございます。 

今年度の RI 会長は、アジア地区から輩出さ

れました台湾の台北RCのゲイリー・K・C・ホァン

さんです。アジア地区において、会員増強部門

において多大な貢献をされた方です。従いまし

て、今年度の目標は一言で言って、「会員増

強」これ一本といっても過言ではないでしょう。

会員数 130万人という目標を達成することにより、

次年度のテーマであります「ライト・アップ・ロー

タリー」「ロータリーに輝きを」で地域社会におい

て、その存在感を高めていきたいと考えていま

す。 

その実践方法の代表的なものが、今年度行

っていただきます「ロータリーデー」があります。

この「ロータリーデー」を活用して、地域の人々

にロータリーの広報活動や会員増強に役立て

ていただければ 幸いです。内容については、

さほど難しく考えることなく、地域社会の方々に

ロータリーの活動内容を広報・宣伝していただ

き、増強に役立てていただければと思います。 

地区の活動方針は、「ロータリーは、人づくり

そして奉仕」がテーマです。地区の運営方針は、

「ロータリーの原点に戻ろう」がテーマです。活

動･運営の両方の方針になるのが、会員増強で

す。地区の目標は 3,000名を達成する事です。 
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3/6PETS の際、「2 回目以降の会長の方は、

挙手してください」と聞いたところ、約 5分の 1の

方が挙手された時、会場がざわめいたことを覚

えています。各クラブの人事が相当、苦しくなっ

ていることを表しています。RLI 中・長期戦略を

ご理解とプランを練っていただきますと、クラブ

の存続をかけて「会員増強」をやらなければなら

ないということが、ご理解いただけるものと思い

ます。貴クラブには、地区の会員増強維持委員

会の松本委員長がいらっしゃいます。先日の、

増強セミナーでも、はっきりしましたが、数年前

より地区バッジを作っていませんが、今年度は

委員会で「チャレンジ 3000」バッジを作成し、増

強目標を達成すべく熱心な活動をしています。

大澤会長には、PETS の際に、会員増強目標 5

名の手形をこのように出していただいておりま

す。第 5グループの目標は、30名です。地区の

目標が 3000 名ということなので、6 月末の会員

数がまだ、出ていませんが、約 2600 名くらいで

す。PETS の際に全クラブの増強目標数が 309

名ということなので、地区の目標に届きません。

この数字を達成するには、約 20％の上乗せが

必要となりますので、水曜クラブさんには、1 名

の追加をして 6名の増強をお願いします。 

今年度、地区はクラブ数 75 クラブでスタート

します。第4グループの岩槻RCと岩槻中央が、

統合し、第 6 グループの、杉戸 RC と杉戸中央

が統合されます。いずれもクラブ運営などご苦

労されての結果と思います。このようなことなど

からも、増強をやらなければならない時期に来

ています。各クラブで増強に精進し、人材育成

をし、奉仕活動に邁進しましょう。それと、ガバ

ナーより G 補佐会議において、伝えていただき

たいことを申し付かりました。残念なことですが、

他の地区において、事務局の使い込みが発覚

いたしました。手法は米山奨学の寄付金の流

用であります。事務局に会計を任せ放しにせず、

会長・会計・監査がしっかりと把握していただき

たいと思います。とにもかくにも、増強 増強の 1

年になると思いますが、ご協力宜しくお願い申

し上げます。 

ガバナー補佐幹事         堀口勝男 様 

 大澤会長、小林幹事ご就

任誠におめでとうございます。

私自身も大役を仰せつかり、

同期の桜とも言える年度とな

りました。「楽しく、楽しく」を

合言葉に皆様と共に歩んでゆければと思って

います。これからも宜しくお願い申し上げます。 

花チャリティー        間室照雄 会員 

 花てまり 

暑さに強い花です。さし木

で増やすことができます。

日当たりの良い所に置い

たり、植えたりできます。 

 

 

出席報告         松本安永 委員長 

 

 本日 修正 

 7月 2日 6月 25日 6月 18日 

 1061回 1060回 1059回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 25 32 20 

欠 席 数 7 0 12 

例会出席率 78.13% 100% 62.50% 

Ｍ Ｕ 数 2 0 3 

合計出席数 27 32 23 

出 席 率 84.38% 100% 71.87% 
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スマイル報告       井上脩士 副ＳＡＡ 

 

お客様スマイル  

小高正之様…大澤会長、小林幹事 就任おめでとうご

ざいます。今年一年、第 5G を盛り上げるた

めご協力をよろしくお願いします。 

堀口勝男様…大澤会長、小林幹事 本年度一年間よろ

しくお願いします。ご活躍を祈ります。 

スマイル 1  大澤年度のスタート！皆様出席宜しくお願

いします。 

津田健三会員・加藤 勉会員・井田喜代志会員・山口

光男会員・間室照雄会員・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・柿沼洋一会員・坂口正城会員・小林

玲子会員・田邊 聖会員・松村豪一会員・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 

スマイル 2  第 5Gガバナー補佐 小高正之様、補佐幹

事 堀口勝男様 ようこそ！ 

津田健三会員・小畑正勝会員・寺澤銀三会員・馬場知

行会員・間室照雄会員・松本安永会員・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・寺西修身会員 

前回までの合計 0 円
本 日 の 合 計 38,451 円
次回繰越金合計 38,451 円  

 

 

 

 

編集後記 

 今世界中が注目するサッカーワールドカップ

が開催されています。日本は早々と負けてしま

いましたがブラジル・ドイツ・オランダ・アルゼン

チンと順当にベスト 4 が決まりました。私の予想

はドイツの優勝。 

今年 1年よろしくお願いします。    （ＳＩ） 

 

今後の活動予定 

 

 

 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士     副委員長  寺西修身 

委  員 石井和枝 伊丹昌幸 田邊 聖 山口光男 

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 井上会員宅 

8月 6日 

（水） 

第 1065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 

外来卓話 

8月 13日 

（水） 
法定休会 

8月 20日 

（水） 
外来卓話 

8月 27日 

（水） 
ガバナー公式訪問 


