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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     石川和枝 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 石川和枝会員 

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 

クラブ会報委員会 井上脩士委員長 

職業奉仕委員会 

社会奉仕委員会    成田志津子委員長 

青少年交換委員会 小畑正勝委員長 

ロータリー財団・米山奨学記念部門 

 山口光男部門長 

ロータリー財団委員会 宮城 仁委員長 

米山記念奨学委員会 宮坂良介委員長 

出席報告 松本安永委員長 

スマイル報告 井上脩士副 SAA 

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 1063回例会 2014年 7月 16日 

日 
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会長挨拶           大澤二三夫 会長 

 梅雨明けはまだです

が、体調は如何でしょう

か？先週土曜日に、地

区の青少年奉仕部門セ

ミナーに、小畑さん、田

邊さんと共に、出席して

きました。今年から、新世代部門から青少年育

成部門に、名称が変更になりました。 

埼玉県を取り巻く、インフラについてお話した

いと思います。先日、圏央道が厚木まで開通し

て、東名高速まで桶川北本インターから直通で

行けます。今後、桶川加納インターまで延長さ

れれば、埼玉県の経済も伸びるでしょう。 

次に、鉄道ですが、JR 高崎線が上野～東京

駅まで3.6ｋｍ来春に延長され、東海道線と繋が

ります。埼玉県民にとっては、便利になります。

でも、これには、ちょっとした裏事情がありまして、

山手線に新駅が出来ると報道されました。田町

～品川間ですが、品川操車場の跡地に出来る

のですが、土地面積約 4 万坪、公示価格、約

2500 億円です。その後のインフラ等を含めると、

数千億円の開発になります。それには、現在品

川にある操車場を移転しなければなりません。

それを、尾久の操車場と東大宮の操車場に振り

分けて移動します。だから、上野～東京駅の開

通が前提条件なのです。因みに、報道によると、

上野駅～東京駅間、工事費 400億円です。 

幹事報告          小林 玲子 幹事 

① 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 

② 7 月 12（土） 地区

青少年奉仕部門セミナーに、大澤会長 田

邊青少年奉仕部門長、小畑青少年交換委

員長が行ってきました。 

③ 7 月 22 日（火）市長表敬訪問 大澤会長、

小林幹事 

④ 7 月 27 日（日） 地区ロータリー財団セミナ

ーに、大澤会長、蓮江会長エレクト、小林

幹事、山口ロータリー財団部門長 4 名出席

します。 

⑤ 8 月 2 日 地区奉仕プロジェクト部門セミナ

ーに、大澤会長、成田社会奉仕委員長、

寺西国際奉仕委員長 3 名出席します。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

に、大澤会長が出席します。 

⑦ 8月 9日（土） 地区管理運営部門セミナー

開催 大澤会長、柿沼管理運営委員長が、

出席予定者です。 

⑧ 8月 23日（土） 地区広報部門セミナーに、

大澤会長、石井直前会長出席します。 

⑨ 8月 11日(月) 第 5グループ第 4回会長・

幹事会を 18時～ 和風レストラン ときにて

行ないます。 

⑩ 地区大会記念ゴルフ大会の案内 2014 年 

10 月 6 日(月) 雨天決行 プレステージカ

ントリークラブ 登録申し込みは 8 月 1 日

（金） 

⑪ RI.D3800 地区 フィリピン国際奉仕 PJ 視

察・9 月 13 日～9 月 1６日体験ツアー申し

込み  8月 9日まで 

クラブフォーラム 

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
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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、原稿を

速やかに提出する。  

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。 

活動計画及び実施方法 

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参ります。 

活動計画及び実施方法 

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。 

平成 26年 11月 26日（水）  

10：00～11：45  13：00～15：30 

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。 

青少年交換委員会      小畑正勝 委員長 

活動方針 

（海外へ留学したい）そ

の願望に応えるロータリ

ー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

ロータリー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。 

活動計画及び実施方法 

◎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。 

ロータリー財団・米山記念奨学部門 

山口光男 部門長 

《ロータリー財団部門》 

活動方針 

ロータリー財団の｢未来

の夢計画｣が、2770 地区と

して 2013－14 年度より本

格的に実践段階に入りま

した。ロータリー財団補助
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金は、2770地区より寄付した年次寄付の半額と

恒久基金の運用益の半額が 3 年後に補助金と

して提供されます。補助金には 3種類の補助金

が提供され、地区補助金、グローバル補助金、

パッケージ・グランドになります。 

今年度クラブとしては、地区補助金を利用す

る事と致しました。ただ、補助金を利用するには

2 つの条件があり、1、補助金セミナーに出席す

ること 2、クラブの覚書（MOU）に同意すること

になっています。すでに、セミナー及び補助金

の申請は、石井年度中に行わなければならな

いため手続は済ませてあります。 

ロータリー会員の善意の寄附金が、地域の奉

仕活動に使用することができることは、クラブに

とってまた、ロータリーの知名度を上げる意味で

も大変有効な手段になります。 

今年度も、「未来の夢計画」のために、会員一

人一人の善意の寄付をお願い申し上げます。 

《米山記念奨学部門》 

活動方針 

米山記念奨学会の目的は、勉学または研究

のために来日し、わが国の正規の学校または

研究機関に在籍する外国人留学生に対して奨

学金を支給し、彼らの留学目的を支援するとと

もに、ロータリーの理想とする、国際理解と親善

に寄与することとあります。 

主な事業内容は、奨学金の支給、世話クラブ

とカウンセラー制度、ロータリアンと奨学生との

交流、国内外での学友会活動になります。これ

は、日本独自の事業ですが、最近ではロータリ

ー会員の減少により寄付額が減少し、新規採

用学生を減少せざるをえない状況になっていま

す。 

日本と母国を結ぶ懸け橋となって、世界平和

に貢献できる優秀な人材を育むことは、とても

重要な活動になります。皆様の寄付をよろしく

お願いします。 

ロータリー財団委員会    宮城 仁 委員長 

活動方針 

財団はロータリーの中心

的役割を果たしております。

特に資金的運用面、貴重

な財源が世界の各地で生

かされております。 

ロータリアンとして、理解とご協力をお願い申し

上げます。 

活動計画及び実施方法 

年次寄付 200 ドル×会員数 

ポリオプラス寄付 50 ドル×会員数 

 計 250 ドル×会員数 

ベネファクター 1名（1,000 ドル） 

会員には全員 5,000 円の寄付金を募り不測の

場合は委員長が責任を持つ。 

R 財団ポリオ撲滅の為、地区卓話者を依頼し会

員への理解を願う。 

米山記念奨学委員会    宮坂良介 委員長 

活動方針   

文部省から 1967 年に米

山梅吉氏の功績を記念し

て認可され、財団法人ロー

タリー米山記念奨学会が設

立されました、ロータリー米

山記念奨学事業は全国のロータリアン寄付を

財源として日本で学ぶ私費外国人留学生に奨

学金を支給・支援する国際奨学事業です。 

第 2770 地区では、米山記念奨学部門セミナ

ーを平成 26年 8月 3日、米山記念奨学学友委

員会と米山記念奨学増進委員会で開催しま

す。 

皆さまへは今以上、米山記念奨学制度をご

理解いただける様お願い申し上げます。 

活動計画及び実施方法 

クラブ会員一人当たり 25,000 円目標の米山

記念奨学寄付金は 10,000 円×32 名分を会費

より寄付とし、残りの目標額はロータリアンの皆

様にひろくお願いして 100％を達成したいと考

えております。 
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職業分類・会員選考委員会 

長谷川信子 委員長 

活動方針 

鴻巣の産業にあった

職業分類の見直しをす

る。 

活動計画及び実施方法 

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。職業分類を見直し、鴻巣の産業

に適した職業を見出す。 

委員会報告 

親睦・家族委員会       加藤 勉 委員長 

木曜会ゴルフコンペ 

第 11 回木曜会ゴルフコ

ンペを開催します。今回最

大の 16 名の参加を頂きま

した。8時 30分妻沼ゴルフ

場集合でお願いします。 

親睦旅行 

現在 17 名の参加を頂いております。伊勢神宮

とＦ1 観戦を予定しております。8 月第一例会が

申込み最後ですので、まだ返事のない方もぜ

ひ参加して下さいますようお願いします。 

会員増強・維持委員会    馬場知行 委員長 

 ７月 21日（月）PM6：30よ

りレストラン“とき”に於いて

会員増強委員会を開催し

ます。委員会メンバーと会

長・幹事及び松本地区増

強委員長の出席をお願い

します。 

 

 

 

出席報告         松本安永 委員長 

 

 本日 修正 

 7月 16日 7月 9日 7月 2日 

 1063回 1062回 1061回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 22 23 25 

欠 席 数 10 9 7 

例会出席率 68.75% 72.88% 78.13% 

Ｍ Ｕ 数 4 4 3 

合計出席数 26 27 28 

出 席 率 81.25% 84.38% 87.50% 

 

スマイル報告        井上脩士 副 SAA 

 

 

前回までの合計 60,457 円
本 日 の 合 計 21,000 円
次回繰越金合計 81,457 円  

スマイル1  ７月30日（水）納涼バーベキュー例会。多数の参

加をお願いします。 

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・井田喜代志会員・馬場知行会員・山口

光男会員・松本安永会員・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・坂口正

城会員・小林玲子会員・宮坂良介会員・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 



6 / 6 

 

 
 

ふるさとの杜 

珊瑚ミズキ  

 サンゴミズキは、ミズキ目ミズキ科ミズキ属シラ

タマミズキ種サンゴミズキ変種の落葉灌木。樹

高 1-2ｍ。葉は緑色で、冬に、赤くなり、落葉し

ます。葉裏は白っぽいです。夏に、散形花序を

伸ばし、４弁の小さな白花を咲かせます。雌蕊

数は１個、雄蕊数は４個あります。冬に、小さな

白い楕円形をした果実が成ります。また、直立

した枝は冬になると赤くなり綺麗です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 今年の夏の暑さにはまいります。しかし、冷房

をかけたまま寝てしまうと風邪をひくことになりま

す。皆様もお気をつけて、ウリ科の食物を食べ

てこの夏を乗り切りましょう。        （SI） 

 

 

 

 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

第 1066回通常例会 

お客様 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐小高正之様 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐幹事堀口勝男様 

8月 27日 

（水） 

第 1067回通常例会 

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 石井和枝 伊丹昌幸 田邊 聖 山口光男 


