
1 / 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    長谷川信子 会員 

 

例会プログラム 

司会 加藤文男 SAA  

点鐘 

ロータリーソング斉唱(奉仕の理想) 

四つのテスト 長谷川信子会員 

お客様紹介 大澤二三夫会長 

会長挨拶 大澤二三夫会長 

幹事報告 小林玲子幹事 

クラブフォーラム 

SAA 加藤文男 SAA 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

プログラム・出席委員会 松本安永委員長 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

ロータリー・広報・雑誌 IT委員会  

 石井英男委員長 

会員増強・拡大委員会 馬場知行委員長 

ライラ・青少年育成委員会 間室照雄委員長 

出席報告 松本安永委員長 

スマイル報告 加藤 勉副 SAA 

点鐘 

 

わ 

 

RI第 2770地区     第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 
  

 会員一人ひとりが輝き 

      その火をクラブへ 
 

第 1062回例会 2014年 7月 9日 

日 
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お客様 

鴻巣市商工会青年部  

陸田 学 部長 篠田浩二 実行委員長 

 

会長挨拶           大澤二三夫 会長 

 もう、1週間が過ぎました。そ

の間に、兵庫県県会議員の

号泣会見が話題になってい

ます。政務活動費の不正使

用の答弁で返事に窮して、号

泣会見になったのでしょう。彼

は西宮市選出の県議ですが、

西宮で高校時代を過ごした私としては、腑に落

ちません。西宮市は大阪と神戸の中間にあり、

どちらへも 30分以内で行けます。人口 48万人

で、埼玉で言えば、大宮、浦和と同じ規模です。

文教地区なので、雰囲気は浦和が近いです。

そんな土壌で彼が選出されたとは信じ難いで

す。 

今、大型台風 8 号が沖縄、九州に接近してき

ています。雨量が凄く、被災される方の安否が

心配されます。毎回、会長挨拶で、会員増強の

話をするように言われていますので、例会で、

会員になりそうな人を卓話にお呼びしたいと思

っています。皆さんの周りに、いらっしゃれば、

是非、ご推薦して下さい。 

幹事報告          小林 玲子 幹事 

① 7月 2日付、平成 26年度赤十字活動資金

（特別社資）の協力依頼が来ています。 

② 7 月 7 日付、RLI パートⅠの案内が届いて

います。 

日時：2014年 9月 13日

（土）10：00～18：00 埼

玉会館 

③ 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 

田邊青少年奉仕部門長、小畑青少年交換

委員長 

④ 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、蓮江会長エレクト、

小林幹事 

⑤ 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、井上職業奉仕委

員長、成田社会奉仕委員長、寺西国際奉

仕委員長、宮城ロータリー財団委員長 

津田パストガバナーが 40 分の基調講演を

致します。 

⑥ 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

（予定） 

⑦ 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 

⑧ 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 

クラブフォーラム 

大澤二三夫 会長 

鴻巣水曜ロータリークラ

ブは 23年目を迎え、2年後

には節目となる 25 周年を

迎えます。成熟と過渡期を

迎え、これからのクラブ運

営を考えると、先輩会員と

若い会員との融合が図られ
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る時期だと思います。みんなに公平で、好意

と友情を深める、クラブ運営を進めていきた

いと思います。それには奉仕をしているとい

う体験を共有し、実感して戴き、出席したい

と思う例会運営にします。又、我々の活動が

広く市民の皆様に伝わる奉仕活動と、効果的

なクラブ運営を心掛けます。 

2014～2015 年度 RI 会長 ゲイリーC.K

ホァン氏は「ただ座って暗闇を呪うよりも、

ロウソクを灯した方がいい」という中国の思

想家、孔子の言葉を引用し、テーマは、「ロ

ータリーに輝きを」 「Light Up Rotary」

を提唱しました。そして地区ガバナー濱野英

美氏は「ロータリーは人づくり そして奉

仕」を地区活動方針にし、「ロータリーの原

点に戻ろう」を地区運営方針に掲げました。 

会員一人ひとりがろうそくの火をともし、

それが、クラブの一つの火になり地区の火に

なり、世界の火になるよう、会員の皆様とご

家族の協力を得て、鴻巣水曜ロータリークラ

ブの発展向上に努めたいと思います。何卒宜

しくお願致します。 

2014～2015 年度 

鴻巣水曜ロータリークラブのテーマ 

「会員一人ひとりが輝き、その火をクラブへ」 

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、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進め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こ

と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。 

SAA               加藤文男 委員長 

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 

活動計画及び実施方法 

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、緊張感のな

かにも、ここちよい満足感を得ていただきたいと

思います。 

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。 

活動計画及び実施方法 

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 

今年度会長方針でもある、

先輩会員と若い会員との融

合が図れる様会員の皆さまと

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
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員会活動を目指してまいります。 

活動計画及び実施方法 

1. 親睦旅行の実施（伊勢神宮参拝と鈴鹿

F1観戦） 26年 10月予定 

2. 県内及び近県の小旅行 

日帰りで楽しめる祭り見学など 

3. 親睦ゴルフ・ボーリング 

クリスマス例会及び最終例会での親睦ゴ

ルフ・ボーリング 

木曜会ゴルフコンペの開催、他ゴルフコン

ペの参加 

4. 炉辺会合 

暑気払い、バーベキュー、鴻巣花火大会、

新入会員歓迎会 

ロータリー情報・広報・雑誌・ＩＴ委員会 

石井英男 委員長 

活動方針 

ロータリークラブ広報担当

として地区広報委員会とのネ

ットワークを築き情報の交流

がなされ、質の高い大量の情

報が発信されていくよう取り組

む外部に対しての広報活動、会員に対しての

情報提供等広報・雑誌・IT に力を注いで参りま

す。 

活動計画及び実施方法 

1. 公共イメージとロータリー認知度の向上を

目指し活動します。 

2. 「ロータリーデー」実施に向けたサポート

及び取材、一般の人をまきこむ 

3. ポリオ撲滅に向けた PET ボトルキャップ

回収事業 

4. クラブ HPの更新、作成のサポート 

5. メディアを利用してのロータリークラブの

活動、PR、ユーチューブ等 

6. アドトレーラーによるポリオ撲滅広報活動

の再度の実現 

会員増強・維持委員会  馬場知行 委員長 

会員増強については、大澤

年度目標 5 名増員を目指し

て以下の通り頑張ります。 

1. 会員総数の 80％出席

率からいうと 40 名で 32

名となります。30 名以

上の例会出席となれば

クラブの活性化につながります。 

2. ２.若い世代（40歳から 50歳）の入会をめ

ざして色々な方法でアプローチする。これ

はクラブを継続させるためにも必要な事。 

3. 女性会員の増員は男性の会員の増加に

もつながるものですので頑張りたい。 

ライラ・青少年育成委員会 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。 

活動計画及び実施方法 

1. ライラでは、会員従業員、家族から参加

者を募集する。費用はクラブで半額負担

する。 

2. 市内の中学校において、車椅子介助ボ

ランティア養成講座を開設する。 

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。 
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出席報告         松本安永 委員長 

 

 本日 修正 

 7月 9日 7月 2日  

 1062回 1061回  

 通常例会 通常例会  

会 員 数 32 32  

出 席 数 23 25  

欠 席 数 9 ７  

例会出席率 72.88% 78.13%  

Ｍ Ｕ 数 3 2  

合計出席数 26 27  

出 席 率 81.25% 84.38%  

スマイル報告        加藤 勉 副 SAA 

 

前回までの合計 38,457 円
本 日 の 合 計 22,000 円
次回繰越金合計 60,457 円  

 

ふるさとの杜 

ザクロ 

 

ザクロ（石榴、柘榴）とは、ザクロ科ザクロ属の

落葉小高木その果実のこと。葉は対生で楕円

形、なめらかでつやがある。初夏に鮮紅色の花

をつける。花は子房下位で、蕚と花弁は 6 枚、

雄蕊は多数ある。果実は花托の発達したもので、

球状を呈し、秋に熟すと赤く硬い外皮が不規則

に裂け、赤く透明な多汁性の果肉（仮種皮）の

粒が無数に現れる。果肉一粒ずつの中心に種

子が存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 昨年度に続き“ふるさとの杜”の掲載をしてま

いります。今年度はふるさとの杜に咲く花を掲

載いたします。もちろん取材、文章は井上脩士

委員長です。どうぞお楽しみに！急に暑くなり

ました。ご自愛ください。          （K.T） 

 

スマイル 1  鴻巣花火大会の成功を願って 

津田健三会員・小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正

勝会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会員・井田喜代志会

員・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・大澤二三夫会員・石井英

男会員・仁見惠美子会員・小林玲子会員・田邊 聖会

員・松村豪一会員・成田志津子会員・伊丹昌幸会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

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 

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 石川和枝 伊丹昌幸 田邊 聖 山口光男 


