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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   

宮城 仁 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 宮城 仁会員 

会員誕生月祝い 加藤 勉会員 山口光男会員 

 田邊 聖会員 坂口正城会員 

奥様誕生月祝い 井田倶子様 

結婚月祝い 宮城 仁会員 加藤 勉会員 

 大澤二三夫会員 成田志津子会員 

お客様紹介 波田野信孝様 石森宏美様 

会長挨拶 大澤二三夫会長 

幹事報告 小林玲子幹事 

卓話 波多野信孝様 

委員会報告 

社会奉仕委員会 成田志津子委員長 

ロータリー財団委員会 宮城 仁委員長 

親睦家族委員会 加藤 勉委員長 

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 
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会長挨拶           大澤二三夫 会長 

もうカレンダーも、残す

ところ 1 枚になりました。

早いもので、もう、今年 1

年を過ぎようとしています。

年頭でお願いした事が、

達成されたでしょうか？

早いもので、私も会長として、後、1 ヶ月で、半

年を過ぎようとしています。 

今年の流行語大賞で年間大賞は「集団的自

衛権」と「ダメよ～ダメダメ」で決まりました。「集

団的自衛権」に関しては別として、ダメよ～ダメ

ダメは積極的ではないが、やんわりと断ってい

る言葉で、極めて、曖昧な言葉で、今の日本の

混沌とした世相を風刺しているような気がします。

元々、ダメという言葉は、囲碁用語で。打つ価

値のない場所のことを言うそうで、終局時に、ど

ちらの陣地でもない領域のことで、終局前にここ

へ打ったとしても、1目の価値もないことらしいで

す。まぁ、今度の衆議院選挙が、ダメでない事

を期待しています。 

次はダメでない話ですが、今日の理事会で

次年度の役員理事が承認されました。12 月 17

日の年次総会で正式な承認です。もう、新しい

歯車が廻ろうとしています。そして、新しい布石

が打たれようとしています。皆さんの協力で新し

い歯車を廻してください。 

幹事報告          小林玲子 幹事 

① 2014年12月のロータ

リーレートは、1 ドル

＝112円 

② 11月 5日（水）ふれあ

い鴻巣ウォーキング

第 1回実行委員会開

催 

③ 11 月 12 日（水）臨時パスト会長会開催 18

時～和風レストラン とき 

④ 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 

⑤ 11月 19日(水) 商工会主催の優良従業員

表彰に大澤会長 出席 

⑥ 11月 21日(金)原口和久鴻巣市長に防災グ

ッズを贈呈 出席者 大澤会長 石井直前

会長 山口直前幹事 小林幹事 成田社会

奉仕委員長 

⑦ 11 月 26 日(水) 鴻巣市総合福祉センター

で献血 

⑧ 12月 3日(水) パスト会長会を開催 

⑨ 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 1回:2015年 2月 15日（日） 

AM9時 00～PM5時 00分 

第 2回:2015年 3月 8日（日） 

PM2時 00～PM4時 30分 

小畑雄太様 23歳 日本大学学生  

参加費 クラブ負担 

長谷川信子会員 参加費 会員負担 

本日の理事会で承認されました 

⑩ 12月 21日(日)開催、第九演奏会の協賛金

は 2万円  

⑪ びっくりひな祭りの協賛金  2万円 

会員誕生月祝い       

加藤 勉 会員 

 

 12月 10日に 71歳になります。元気でロータリ

ー・ゴルフに頑張っていきたいと思います。 
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 山口光男 会員 

 

12月 21日で 62歳になります。今年は当日に

第九演奏会があり、参加するのでよい記念にな

ると思います。本日はありがとうございました。 

田邊 聖 会員 

 

改めましてこんにちは。本日は誕生月のお祝

いをいただきありがとうございます。昭和 38 年

12月 25日が誕生日で、今年で 51歳になります。

健康面の心配はありませんが、頭髪が薄くなっ

てきているのが悩みの種です。現在長男が浪

人中ですので、今まで以上に健康に留意して

いかなければと思っています。 

奥様誕生月祝い 

井田喜代志 会員 

 

 本日は私の愛妻倶子ちゃんの誕生月祝いあ

りがとうございます。今月 12日で 67歳になりま

す。これからも仲良く楽しく、大事にして過ごし

たいと思います。 

結婚月祝い 

宮城 仁 会員 

 

結婚月プレゼントありがとうございました。これ

からも明美さんと一緒に仲良く過ごしたいと思い

ます。 

加藤 勉 会員 

 

1967年 12月 23日が結婚記念日です。私が

24 歳、妻が 22 歳でした。今年で 47 年になりま

す。3 年後には金婚式になりますので頑張って

元気で迎えたいと思っております。自分の希望

で白ワインを頂きましたので妻と一緒に飲みた

いと思います。 

大澤二三夫 会員 

 

お祝いありがとうございました。 
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成田志津子 会員 

 
ワインのプレゼントを頂きましてありがとうござ

います。お互い感謝の心でいただきたいと思い

ます。今後も健康に気をつけて思いやりのキャ

ッチボールで過ごせたらと思っております。 

乾杯                蓮江郁夫 会員 

 

皆さん！おめでとうございます。 

卓話             波田野信孝 様 

 

Man Malu Nokaのワインつくりと日本のワイン 

1：自己紹介 

波田野信孝（31）鴻巣市笠原出身 

2006 年に長野県東御市のヴィラデストワイナ

リーに入職。7 年間ブドウ栽培・醸造に携わり

2013 年に独立。現在は自家農園でブドウ（メ

ルロー種・シャルドネ種）を栽培し、その原料

100％で委託醸造ワインをつくり販売中。 

 

2：ブドウ産地 長野県東御市 

信州上田の東隣りに位置する東御市は、冷

涼でありながら日射量の多い日本でもまれな

気候帯で、ブドウの栽培適地として国内外か

ら注目を集めています。 

3：国産ワインの現状 

従来の国産ワインは原料を海外果汁や食用

ブドウに頼っていたため、品質が低く甘口の

葡萄酒が市場の大半を占めていました。しか

し近年、国内でもワイン用ブドウ品種を本格

的な手法で栽培するメーカーが増え、技術

の発展と共にその品質が目覚ましく進歩して

います。 

その中で、恵まれた気候を持つ長野県は日

本ワインをけん引していく一大産地になりつ

つあります。 

4：私のワインつくり 

今までの私たちのワインつくりは、自分たち

の好きなブランドに一歩でも近づきたいと思

うあまり、ブドウやワインをむりやり型にはめ

込んでいくやり方がほとんどでした。しかしそ

れはブドウに無理をさせているため、どこかし

っくりとこない捻じれたワインになっていまし

た。 

そのような経験から導き出された答えは、「こ

んなワインにしたい！ ではなく、そこからと

れるブドウの良さを最大限に引き出すワイン

つくりをしていく」というものでした。 

5：今後の目標 

近年の国内ワインメーカーの歩んできた歴史

と私が栽培で得た実経験を生かし、産地に

あったワイン用ブドウ品種の選定と更なる技

術の進歩、そして何より永続的な栽培による

樹齢の積み重ねが更なるワインの品質向上

につながると考えています。 

近い将来、自らの考える最高のワインつくり

をより色濃く表現するための自家醸造施設を

持ち、世界で称賛されるようなワインつくりを

目指したいと思います。 
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委員会報告  

社会奉仕委員会      成田志津子 委員長 

11 月 26 日献血例会への

ご協力ありがとうございました。

あいにくの雨の中、61 名の

方々にご協力をいただきまし

た。今後も地域社会発展の

為奉仕活動を推進して参り

ますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

次回、3月 25日の献血にもご協力をお願いしま

す。 

ロータリー財団委員会     宮城 仁 委員長 

 R財団寄付金は毎日レート

が変わり、今や 119円。変化

があるため、クラブとしては

先に 1 ドル 106 円の単価で

皆様からの寄附をお願いし

ます。なお、日本の円レート

2015 年 12/31 146 円に。株式は、23.000 円、

アメリカ 25.000 ドルになります。 

親睦・家族委員会       加藤 勉 委員長 

クリスマスゴルフコンペ、12

月 17 日鴻巣 CC にて開催

します。7 時 30 分集合、8

時 03 分スタートです。現在

13名の方の申込みがありま

す。参加希望の方は私の

方へ申し出てください。 

出席報告        松本安永 委員長 

 

 

 

スマイル報告        井上脩士 副 SAA 

 

前回までの合計 337,457 円
本 日 の 合 計 23,000 円
次回繰越金合計 360,457 円  

 

編集後記 

 青色ダイオードで日本人 3 名がノーベル賞を

受賞。モノ作り日本の面目躍如。今日の日経新

聞、ドイツから新産業革命！シーメンスなど独

製造業 10 社が参加する「近未来工場」の実験

が始まった、と報じています。日本の若者に、モ

ノ作り日本を支えてもらいたい。      （ＳＩ） 

 本日 修正 

 12月 3日 11月 26日 11月 19日 

 1081回 1080回 1079回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 25  25 

欠 席 数 8  8 

例会出席率 75.76% % 75.76% 

Ｍ Ｕ 数 4  4 

合計出席数 29  29 

出 席 率 87.88% 100% 87.88% 

スマイル 1  波田野様ようこそ！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・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・蓮江郁夫会員・井上脩士会員・

大澤二三夫会員・仁見惠美子会員・柿沼洋一会員・小林玲

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・細野潤一会員・石川和枝会員・伊丹昌幸会員 

木下純一会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月 10日 

（水） 

第 1082回通常例会 

外来卓話 富永裕美子様 

(馬場知範会員令夫人) 

公認会計士・税理士 

｢相続税について｣ 

12月 17日

（水） 

第 1083回移動例会 

年次総会・クリスマス例会 

ゴルフ大会 鴻巣 CC 

ボーリング大会 ラウンドワン 

年次総会・クリスマス大会 

ホテルガーデンパレス 

集合 17：30 点鐘 18：00 

12月 24日 

（水） 
例会休会 

12月 31日 

（水） 

第 1084回移動例会 

大晦日・初詣 年越し 

宝持寺 PM11：30～ 

1月 7日 

(水) 

第 1085回通常例会 

初詣 鴻神社 11：30 

(集合 15分前) 

会員誕生祝い・結婚月祝い 

会員卓話 新年の抱負(全会員) 

1月 14日 

(水) 

第 1086回通常例会 

会員卓話 新年の抱負(全会員) 

1月 21日 

(水) 

第 1087回通常例会 

外来卓話 

1月 28日 

(水) 

第 1088回移動例会 

4 クラブ合同例会 

（鴻巣・北本・吹上・鴻巣水曜） 

市民活動センター 18：00～ 

卓話 田中作次パスト RI会長 

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 


