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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      坂口正城 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 坂口正城会員 

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 

〃    ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐幹事 堀口勝男様 

会長挨拶 大澤二三夫会長 

幹事報告 小林玲子幹事 

ガバナー公式訪問予行演習 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

クラブ活性化部門 石井英男部門長 

R情報・広報・雑誌・IT委員会 石井英男委員長 

特別委員会 坂口正城委員長 

ライラ・青少年育成委員会 間室照雄委員長 

青少年交換委員会 小畑正勝委員長 

R財団・米山記念奨学部門 山口光男部門長 

ロータリー財団委員会 宮城 仁委員長 

SAA 加藤文男委員長 

出席報告 仁見惠美子委員 

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 1066 回例会 2014 年 8 月 20 日 

日 



2 / 6 

 

 
 

お客様   

RI2770地区第 5Gガバナー補佐 

小高正之 様 

皆様こんにちは   

本日は、来週の浜野ガバ

ナー公式訪問に向けて、事

前にリハーサルをするようガバ

ナーから指示がありましたの

でお伺いしたしだいです。各

委員長の発表は、次のことを留意してほし

いと思います。①どのような計画があるか②

どのように実践するか③その効果について

の3つのことを中心に発表していただくようお

願いします。  

会長挨拶          大澤二三夫 会長 

毎日、暑い日が続いてい

ますが、皆さんは、体調如何

でしょうか？今日は、第 5 グ

ループ小高ガバナー補佐、

堀口ガバナー補佐幹事さん

に来て戴き、来週行われるガ

バナー公式訪問に向けての、シミュレーションを

行いたいと思います。小高ガバナー補佐さんに

は、後程、新会員になりました木下会員のバッチ

の贈呈式をお願い致します。 

又、ガバナー公式訪問例会での、部門、そし

て、委員会での発言時間は 4,5 分で設定してい

ますので、時間厳守でお願い致します。そして、

当日は、年度計画書を見ないで発言するよう言

われていますので、ご注意ください。 

本日は宜しくお願い致します。 

幹事報告          小林 玲子 幹事 

① 2014年 8月のロータ

リーレートは、1 ドル

＝ 102円 

② 8月 23日（土） 地区

広報部門セミナー開

催 大澤会長、石井

直前会長が出席します。 

③ 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 登録申し込みは親睦・家族旅行と

重なっている為、今回は不参加 

④ 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。締切は 8月 18日 

⑤ 親睦・家族委員会より 親睦旅行は、第一例

会の 8月 6日締切日で 17名の参加 

⑥ 会員増強委員会より、木下純一さんの新規

入会申し込みがあり、承認されました。 

⑦ 職業奉仕委員会より、職場訪問は、9月 10日

グリコピア・イースト工場見学 

⑧ RI3800 地区 フィリピン国際奉仕 PJ視察・体

験ツアー 寺西国際奉仕委員長が申し込み

参加します。 9月 13日～9月 16日。クラブ

より 1万円の餞別を支出で承認。 

⑨ 青少年育成のためのボーイスカウト運動への

支援依頼は 1万円支出で承認 

⑩ 次回木曜ゴルフ 9月18日（木）吉見ゴルフク

ラブ 

 

第 5グループ 会長・幹事会より 

＊職業奉仕月間セミナーご案内 2014 年 10 月

17日（金）午後 1時 30分 

ラフォーレ清水園 講演「志を教える 松下幸

之助の人づくり」 

＊地区大会のご案内 2014 年度 11 月 15 日

（土）・16日（日） 

大宮ソニックシティ・大ホール・小ホール パレ

スホテル大宮 
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＊社会部門 尾花正明委員長  

ポリオ撲滅の為の「ペットボトルキャップ」回収

事業の推進 

腎・アイバンク支援活動の強化支援 

ブライダル委員会 

新会員入会式        木下純一 会員 

 

 

ガバナー公式訪問クラブ協議会 予行演習 

親睦・家族委員会       加藤 勉 委員長 

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

入れ楽しい委員会活動を

目指してまいります。 

クラブ活性化部門       石井英男 部門長 

ロータリーの奉仕理念と実

践を一般の人に受け入れて

貰う。奉仕の理論をクラブで

学び、実践例をクラブで示

す。奉仕の実践を個人個人

で示す。 

ロータリー情報・広報・雑誌・ＩＴ委員会 

石井英男 委員長 

ロータリーデイを一般の人を巻き込むことでふ

れあい鴻巣ウォーキングとしていく。ポリオ撲滅の

為にペットボトルキャップを回収し、アドトレーラー

の活動を再現したい。 

特別委員会 （ふれあい鴻巣ウォーキング） 

坂口正城 委員長 

22 回目を迎え定着して

おります。先月開催された

全体の反省会での反省

点や改善点を参考にし、

子供たちの参加を増加さ

せる。前回が 1800名強で

したので 2000名の参加を募りたいと思います。 

ライラ・青少年育成委員会  間室照雄 委員長 

中学生 3day チャレンジ

（社会体験）事業の推進。

会員企業従業員の中から

ライラ研修への参加 1名以

上。ウォーキングの為だけ

でなく、中学生を対象とし

た車イスボランティア養成講座の開催を中心的

事業として行う。 

青少年交換委員会      小畑正勝 委員長 

みなさんこんにちは 大

澤年度．青少年交換委員

会．委員長の小畑正勝で

す。副委員長は宮城仁会

員です。 

7月 12日に濱野ガバナ

－年度地区青少年奉仕部門セミナ－が、さいた

ま市プラザイ－ストで開催されました。第 2770 地

区青少年奉仕部門は、1、青少年育成・インタ－

アクト委員会 2、ロ－タ－アクト委員会 3、RYLA委

員会、4、青少年交換委員会で構成されていま

す。 

青少年交換委員会では、（海外へ留学したい）

その願望に応えるプログラム ロ－タリ－クラブ青
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少年交換留学制度 2014～2015 年度で、海外よ

り21名の留学生を受入れます。2015～2016年度

に向け、鴻巣水曜ロ－タリ－クラブ会員皆様の手

で、派遣留学生候補者の推薦をして戴きたく宜し

くお願い申し上げます。  

目標 

◎2770 地区青少年交換派遣留学生候補を推薦

しましょう。 

a. クラブ会員への青少年交換に関する基本知

識向上をはかる 

b. 地区青少年交換委員会よりの最新情報を提

供してほしい 

c. 他クラブの受入れ留学生との交流を実施す

る。 

ロータリー財団・米山記念奨学部門   

部門長  山口光男  

ロータリー財団部門  ク

ラブから寄付した基金の

運用益の半額が3年後補

助金として提供されます。

クラブとして今年度は地

区補助金を利用することといたしました。現

在地区補助金は既にクラブに還付されてい

ます。皆様からの寄付を地域のため有効に

利用させていただくことは、ロータリーの知

名度を上げる意味で大変有効な手段にな

ります。会員一人一人の寄付をよろしくお

願いします。  

米山記念奨学部門  外国の方々が、勉

学または研究のために来日し、日本の大学

等で在籍する外国人留学生に奨学金を支

給し、彼らの留学目的を支援するとともに、

国際理解と親善に寄与するところに奨学会

の目的があります。留学生に対して、世話ク

ラブになりロータリアンと奨学生との交流を

図っています。  

しかし、米山の寄付額の減少で、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

重要な活動をしています。今後も、皆様の

ご理解のもと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 

ロータリー財団は財団の中心的役割を果たし、

世界のロータリーとして、子供たちへの援助、ポリ

オ撲滅、学生への奨学制

度等々、貴重な運用面を

生しおてります。当クラブ

に於いても限りなく会員に

理解して頂き、予定の寄

付金を集め努力申し上げ

ます。 

ＳＡＡ              加藤文男 委員長 

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。 

 

ガバナー補佐総評         小高正之 様 

発表者の皆様お疲れ様

でした。おおむね纏まった

発表になったと思います。

ただ、事業に対してどのよう

な効果が得られるか、たとえ

ば、ふれあい鴻巣ウオーキ

ングを何の目的でやって、その効果はどう

だったのかを踏み込んで発表していただい

てもよいと考えます。  

公式訪問におかれましては、本日のよう

な発表をしていただけますようよろしくお願

いします。  
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出席報告          仁見惠美子 委員 

 

 

スマイル報告        加藤 勉 副 SAA 

 

 

前回までの合計 104,457 円
本 日 の 合 計 24,000 円
次回繰越金合計 128,457 円

 本日 修正 

 8 月 20 日 8 月 6 日 7 月 30 日 

 1066 回 1065 回 1064 回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 20 22 32 

欠 席 数 13 10 0 

例会出席率 60.60% 68.75% 100% 

Ｍ Ｕ 数 2 4 0 

合計出席数 22 26 32 

出 席 率 66.67% 81.25% 100% 

お客様スマイル 

小高正之様…次週のガバナー公式訪問ですばらしい発表

が出来、おほめの言葉をいただけることをお祈りしま

す。又、新会員の誕生おめでとうございます。楽しいロ

ータリーライフをお過ごしください。 

堀口勝男様…いよいよ公式訪問です。楽しくガバナーを迎

えましょう。熱中対策をして気をつけましょう。 

スマイル 1  来週のガバナー公式訪問に向けて小高ガバナ

ー補佐 よろしくお願いします。 

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・山口光男会員・間室

照雄会員・加藤文男会員・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・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・木下純一会員 



6 / 6 

 

 
 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 夏休みで徳之島へ帰り、祖母の 33 回忌をし

てきました。田舎の風習に乗っ取って行われた。

最後に、墓地のそばの海岸で法事に使われた

箸などを燃やした。送る唄を流しながら。伝統

は継続していかなければと思いました。 （ＳＩ） 

 

ふるさとの杜 

唐ネズミモチ 

 トウネズミモチ（唐鼠黐）は、モクセイ科イボタノ

キ属の常緑高木。花期は 6-7 月頃で、黄白色の

花を多数咲かせる。公害に強いことから、公園緑

化樹などに利用される。果実は女貞子（じょてい

し）という生薬で、強壮作用があるとされる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 27日 

（水） 

第 1067回通常例会 

ガバナー公式訪問 

9月 3日

（水） 

第 1068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 

9月 10日

（水） 

第 1069回移動例会 

職場訪問 

グリコピア・イースト工場見学 

9月 17日 

（水） 

第 1070回通常例会 

外来卓話 

9月 24日 

（水） 

第 1071回通常例会 

外来卓話 

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 


