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例会開始前の握手会 

国歌斉唱 

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   

成田志津子 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 成田志津子会員 

会員誕生月祝い 成田志津子会員 木下純一会員 

奥様誕生月祝い 佐々木倉造会員 小林忠司会員 

 大澤二三夫会員 柿沼洋一会員 

結婚月祝い 寺澤銀三会員 長谷川信子会員 

会長挨拶 大澤二三夫会長 

幹事報告 大澤二三夫会長 

卓話 細野潤一会員 

委員会報告 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

社会奉仕委員会 成田志津子委員長 

出席報告 仁見惠美子委員 

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 1072回例会 2014年 10月 1日 
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会長挨拶           大澤二三夫 会長 

本日、鴻巣市市制 60 周

年記念式典出席の為、例

会途中で中座します。 

10月 15日は、寺西会員

卓話でフィリピンでの視察

で、熱い思いを語ってくれ

ると思います。10 月 22 日の例会では、会員増

強予定者である、竹内先生に乳がんについて

のお話が聞けます。この両日は、すいの会の皆

様にもご案内が配られています。例会が少し華

やぐと思います。 

11月 15,16日の地区大会ですが、16日は奥

様方も多く出席して頂きたいと思います。どうぞ

宜しくお願い致します。 

幹事報告         大澤二三夫 会長 

① 地区役員推薦のお願いが届いています。 

② 10 月 1 日（水）13:30～ 市制 60 周年 記

念式典のご案内 大澤会長、田邊青少年

奉仕部門長が出席します。 

③ 10 月 4 日（土）開会 9：30～17：30 地区 

RLIパートⅡのご案内 埼玉会館 ７階 ７B 

柿沼会員、田邊会員が出席します。 

④ 10月 5日（日）午前 8時 30分～ 第 29回

「ふれあい広場」風船アーチの作成のお手

伝い  川里農業研修センター 

⑤ 10月 11日（土）こうのす花火大会 

⑥ 10月 17日（金）午後 1時 30分 職業奉仕

月間セミナー＆プレミアム夜話会同時開催 

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」 夜話会 「知っている

ようで知らないがんの話し」 

⑦ 10月 22日（水） 第 5回会長・幹事会 

⑧ 10月 23日（木）こうのす市民ゴルフ 

⑨ 10月 24日（金）地区 「クラブ研修リーダー

セミナー」 加藤文男 SAA出席します 

⑩ 10 月 26 日（日）クリーンこうのす 9 時ふる

さとの杜集合 草刈作業 

⑪ 10月 29日（水）木曜ゴルフ会 

⑫ 11月 15日（土）・16日（日）地区大会 

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 

⑬ 2015 年 4 月 4 日（土）5 日（日）6 日(月) 

RYLA 研修セミナー募集 岩手県宮古市 

募集期間 2014年 10月 15日より 12月末

日まで  

参加費用 ロータリアン 75,000円  

研修生 60,000円 

事前研修 第一回:2015 年 2 月 15 日（日）

AM9時 00～PM5時 00分 

第二回:2015 年 3 月 8 日（日）

PM2時 00～PM4時 30分 

会員誕生月祝い    成田志津子 会員 

 

本日はありがとうございました。私は、おにぎ

りが大好きなのでお米・新米をいただけるのは

大変うれしいです。これからも元気にロータリー

活動をやっていこうと思っています。ご協力をお

願いします。 

奥様誕生月祝い     大澤二三夫 会員 

 

妻は、18日で 58歳になります。5年前卵巣が

んで手術をして、2 年前は乳がんの手術をしま
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した。現在は、普段通りに生活をしていますし、

健康です。クリスマス例会で、出席出来ればと

思っています。今日は有難う御座いました。 

結婚月祝い        長谷川信子 会員 

 

皆さんこんにちは！遅れて申し訳ありません。

御巣鷹山から今年で 20 年という特集がありまし

た。あの時の遺体の身元を調べたのが鴻巣の

鈴木先生でした。（歯形を調べて）その後、事件

があると警視庁から直通の電話が鈴木先生のも

とへかかったそうです。以前、先生に後援を依

頼した際、「見るも無残な遺体」を家族が見て

「お父さんの耳だ」、「私が爪を切ったのでわか

る、この指はお父さんだ」。結局、最後の最後、

身元がわかったのは「愛だ、家族の愛情だ」と

鈴木先生は話された。先日、エルミのプールに

行って、足をきれいにした後に自分の足の写真

を撮ってみました。家族に「これが私の足だ」と

見せようと思った。自分ではきれいにして撮った

つもりなのに「なんてグロテスク」なんだと仰天し

ました。自分だってそうなのに家族の爪がわかり

ます？「奥様の爪」？わかるためには夫婦は密

着しないといけないのかなと時々思いますが、

なかなか・・・・・。 

乾杯                山口光男 会員

 
皆さん！おめでとうございます。 

 

卓話             細野潤一 会員 

「ロータリーに入会して」    

いつもお世話になります。

私は昭和二十三年東京千

駄ヶ谷で生まれました。後

に練馬に引っ越しました。

今も実家は練馬にあります

が、私は北本に住んでおります。緑の多いとこ

ろで育った関係だと思いますが草花や植木が

大好きです。ロータリーの杜など、ロータリアン

みんなで植樹をして間室会員の指導で下草の

手入れをし、すばらしい森になりつつあります。

このような活動のほか、ミドリムシの講演等で多

くの人々と出会い、知り合い、知識を広めると同

時に、さまざまな地域の活動に参加して、奉仕

の理念を実践するという、ロータリーの目的に合

った活動は楽しいし又喜びを感じます。 

まだ入会して一年足らずで、解らないことが、

いっぱいですが、仲間、友達を大いに増やして

行きたいと思います。貴重な時間を頂いたのに、

準備不足と話下手でごめんなさい。自然体で楽

しみますので今後ともよろしくお願いします。 
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委員会報告  

親睦・家族委員会       加藤 勉 委員長 

 いよいよ親睦旅行が近づ

きました。4 日(土)の鴻巣駅

集合は 5時 10分です。よろ

しくお願いします。 

10 月 11 日（土）第 13 回

鴻巣花火大会が開催されます。座席とつまみ

は委員会で準備いたします。皆さんは飲み物を

持参して下さい。小畑会員のご厚意で一番い

い席をとらせていただきました。駐車場は例年

通り田島紙工さんにお願いしています。 

10月 29日（水）に第 13回木曜会ゴルフコン

ペを企画しています。4 組の参加有難うござい

ます。 

社会奉仕委員会      成田志津子 委員長 

 10月 5日（日）第 13回ふ

れあい広場へ協力をお願

いします。いまのところ 9

名の参加をいただいてお

ります。10月 26日（日）クリ

ーン鴻巣「ふるさとの杜」

草刈作業、9 時集合でお願いします。11 月 26

日(水)移動例会「献血例会」への協力もあわせ

てお願いします。 

第 29回ふれあい広場 

 
 

 

皆様ご苦労様でした。旅行よりこちらがよかっ

たかな？ 
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出席報告      仁見惠美子 委員 

 
 

 

 

スマイル報告        井上脩士 副 SAA 

  

 

前回までの合計 245,457 円
本 日 の 合 計 19,000 円
次回繰越金合計 264,457 円  

 

 

 

 

 

編集後記 

 先日鴻巣シネマにて「柘榴坂の仇討」を観ま

した。井伊直弼暗殺・桜田門外の変の番外編 

です。なかなか面白かったです。 

「蜩ノ記」も人気だそうです。時代劇も面白い

ですよ。皆さん、鴻巣シネマに出かけてみてく

ださい。                     （ＳＩ） 

 本日 修正 

 10月 1日 9月 24日 9月 17日 

 1072回 1071回 1070回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 20 23 23 

欠 席 数 13 10 10 

例会出席率 60.61% 69.70% 69.70% 

Ｍ Ｕ 数 6 5 6 

合計出席数 26 28 29 

出 席 率 78.79% 84.85% 87.88% 

個人スマイル 

加藤文男会員…細野会員、今日はよろしく！ 

細野潤一会員…今日はよろしくお願いします。 

スマイル 1  10月は職業奉仕月間です。細野会員、卓話よ

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・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・田邊 聖会員・松村豪一

会員・寺西修身会員・成田志津子会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 4～6日 

（土）～（月） 

第 1073回移動例会 

親睦旅行 

10月 5日 

（日） 
ふれあい広場 

10月 8日 

（水） 
振替休会 

10月 11日 

（土） 

第 1074回移動例会 

こうのす花火大会 

10月 15日 

（水） 
第 1075回通常例会 

10月 22日 

（水） 

第 1076回通常例会 

外来卓話 

10月 29日 

（水） 
振替休会 

11月 5日 

（水） 

第 1077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 

11月 12日 

（水） 
振替休会 

11月 15,16日 

（土、日） 

第 1078回移動例会 

地区大会 

大宮ソニックシティ 

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 


