
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      木下純一 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 木下純一会員 

会長挨拶 大澤二三夫会長 

幹事報告 小林玲子幹事 

卓話 

  「新年の抱負」 各会員 

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 1086回例会 2015年 1月 14日 

日 
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会長挨拶          大澤二三夫 会長 

今年初めて、お会いす

る方、明けましておめでと

うございます。先週は松

村先生の卓話になりまし

たので、今日は、会員の

皆さんの、今年の抱負他、

今年にかける思いを、一

人ひとりにお話していただきたいと思います。今

日は商工会の賀詞交換会が市民活動センター

であります。先日、経済 3団体の新年交流会があ

りましたが、新年早々ということもあるのですが、

皆さん景気が上昇すると言っておられました。中

小企業同友会の会長さんだけが、先行きを少し

悲観されていました。今日の鴻巣商工会の賀詞

交換会では、良いお話がお聞きできればと思い

ます。 

幹事報告            小林玲子 幹事 

① 1月 9日（金）第 22回

ふれあい鴻巣ウォーキ

ング第 3 回総務部会

開催 PM18:30～ 和

風レストランとき   大

澤会長 小林幹事 坂

口総務部会長 山口総務委員長 井上財

務委員長 石井アドバイサー 寺澤 PR委員 

7名出席 

② 1月14日(水)鴻巣商工会 新年賀詞交歓会 

市民活動センター PM17:00～ 

大澤会長出席 

③ 1 月 15 日（木））第 22 回ふれあい鴻巣ウォ

ーキング 第 2回実行委員会開催 PM18:30

～鴻巣市総合福祉センター 

④ 1月 30日（金）鴻巣・北本青年会議所 新年

会  北本文化センター  PM6:00～受付 

6:30～開催 

⑤ 平成 27年 2月 26日（木）新会員の集いの

開催（入会 3年未満） 

点鐘 午後 4 時 30 分 清水園 内容 第 1

部 セミナー 第 2部 懇親会  

終了予定時間 午後 8 時 締切 1 月 31 日

該当者 寺西会員、佐々木会員、成田会員、

細野会員、石川会員、伊丹会員、木下会員 

⑥ RI第 2770地区第 5グループ インターシテ

ィーミーティング（IM） 

3月 1日（日）桶川市民ホール文学館小ホー

ル 12:30登録開始 第 1部 13:00 点鐘セ

レモニー 13:30～第 2部 記念講演 14:45

～第 3 部 青少年フォーラム 15:50～第 4

部 懇親会＆クラブソング＆抽選会 

⑦ 地区国際奉仕委員会よりの案内 

【国際ロータリー識字率向上月間特別企画】

バングラデシュ・ロータリー ベタギユニオン

ハイスクール検証ツアー参加者募集 

2015 年 3 月 10 日（火）～3 月 14 日（土）5

日間及び、4日間の日程があります。 

新年の抱負 

津田健三 会員 

1. 9 月 16 日会社創立 50

周年を迎えます。次の

50 年に向けてしっかり

戦略をねっていきま

す。 

2. ゴルフエージシュートを

ねらいます。スポーツジムに通って、ハードス

ケジュールトレーニングをして達成したいと思

います。協力を宜しくお願い致します。 

 

小林忠司 会員 

商工会本年職員が減少す

る為、会員の皆様に対する

サービス低下しないよう頑張

って行きたいです。又、本年

は役員改選の年ですがもう 1

期やってみるつもりです。事

業としては、15％プレミアム商品券の発行、街バ

ルの実施を強く望んでいます。 
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宮城 仁 会員 

1. 7 月からお世話になり

ますロータリープログラ

ムに於いて、私の履歴

書シリーズを実行。何

事も言えるロータリー

楽しい例会皆様のご

協力を。 

2. 日帰り旅行思いついた所にぶらりと行ってみ

る。第 1回 1月 23日沼津港高足がに食べ放

題の旅 

ゴルフの完成を求めて。パープレー72目標…？ 

小畑正勝 会員 

新年あけましておめでと

うございます、 平成 24年

10 月より日々の行動は、

旭科学㈱主体に仕事をす

る様に成り 2 年が過ぎまし

た。社内の新体制創りに 

毎日が忙しく（前向きな姿勢）の自分を心掛けて

過ごして行きたいとおもいます どうぞ今年も宜し

くお願い申し上げます。 

寺澤銀三 会員 

 第 1は、小生 81歳の晩年

を迎え、何が起きてもおか

しくないと思い、今のうちに

身辺整理をと考え、郷里の

お墓を鴻巣に移し、寺澤家

代々の墓を作りました。 

第 2 は、遺産問題ですが、僅かの遺産ですが

2人子供に分けました。 

今までの考え通りの店もでき、これからは本当

の意味で第 2 の人生が始まるのです。ヨーイド

ン。 

井田喜代志 会員 

皆様こんにちは、仕事はおかげ様で新年早々

忙しい日を過ごしてます。今年はまず健康第一

で行きたいと思います。胃がんの手術をして 1.7

ヶ月経過しました。趣味を生かして慰問をしてま

す。行田、北本、鴻巣と老人ホ

ームやデイサービスセンター

へダンディ井田と仲間たちとし

て活動してます。（何にでも興

味、とことん追求）の生き方を

続けて行きたいと思います。 

山口光男 会員 

1. いろいろやっているこ

とを最後までしっかり

とやり遂げたい。 

2. 仕事で県の常任理事

を3期やった。次は副

会長に立候補しま

す。 

3. 秩父札所めぐり、13 年でやり遂げた。昨年

女房が一緒に始めたのでできたのだと思

う。 

4. 中山道ウォーキング、今年は和田宿から塩

尻宿まで行きたい。後 5 年くらいで京都ま

で完歩が目標。 

5. ふれあいウォーキングは、外部への宣伝が

大事だ。外部への宣伝を大いにやって、

参加者を増やしましょう。 

 

間室照雄 会員 

1. 健康  早寝早起き  健

康増進 6時起床 10時

就寝 ＊日記をつける。 

2. 仕事 ポインセチアの完

成。小鉢から大鉢まで、

寄せ植え材料の開発。 

3. にわとり 発酵飼料の完成。乳酸菌を利用

したサイレージ飼料、こうじかびを利用した

発酵飼料 

4. RC 国際奉仕について何ができるか考えた

い。外国人の雇用。 
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松本安永 会員 

1. ロータリー地区のこと：

会員増強維持委員会

の委員長としての立

場で 3月をめどに、会

長、委員長と共に結

果を出していきたい。 

2. 鴻巣水曜ロータリークラブのこと：次年度は創

立 25 周年に向けての準備委員会委員長を

拝命いたしました。大きな節目年の事業とし

て結果を残したいと考えています。 

3. 仕事のこと：業界の背景が様変わりし、地域

店としての役割を再構築する。娘も一級建築

士資格を今年こそ合格すると頑張っています。

個人向け、事業所向けの雑用を含め、身の

回りの技術の伴うサポートを重点にすること。 

加藤文男 会員 

 最近体力の低下を身に染

みて感じる。1 年半かけて、

体重を 18 歳頃のベスト 54

～55ｋｇに筋力を落とさずに

減らしたい。RC 入会時 40

歳で木下さんと同じです、ま

さか 60 歳までいるとは！私の仕事は場合によっ

て1日600～700ｋｍ車で走ります。80歳まで自分

で運転して仕事をしたいので、健康と体力 UP に

励みたいと思います。 

井上脩士 会員 

 今朝映画を観てきまし

た。「96時間レクイエム」。

来月より、「水曜シネマ倶

楽部」を発足します。皆さ

んの参加をお願いします。

2 月の作品は、小林薫主

演の「深夜食堂」。映画を観た後はお楽しみの

飲み会が待っています。 

仁見惠美子 会員 

 1944年 1月生まれで、71

歳になります。主人が亡く

なって早 8 年になろうとし

ています。現在息子と 2人

で生活しています。近くに

娘夫婦と孫がおりますので、

朝晩孫の送り迎えをしております。 

小林玲子 会員 

6 月までは幹事、次年

度は会長を明るく元気に

頑張りたいと思います。 

前回の献血で血圧がと

ても高かったので、減塩

に心掛け、体重を増やさ

ないようにして健康に気をつけたいと思います。

よろしくお願い致します。 

田邊 聖 会員 

 皆様明けましておめでと

うございます。私の「新年の

抱負」ですが、仕事では昨

年から取り組んでいる事が

成果として現れそうですの

で、引き続き注力して更に

進展させたいと考えています。ロータリーでは、

小林年度を盛り上げていくべく主体的に活動し

て行きたいと思っています。本年もよろしくお願

いいたします。 

寺西修身 会員 

1. 健康第一（病気、けが

と相談しながら） 

2. 仕事第二（都内～県

内へ） 

3. 趣味第三（歌、球技） 

4. RC（社会奉仕）2012

年 8月入会から 2年 5 ヶ月経過。 

5. パートナーを作る（独身歴 18年）。 
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成田志津子 会員 

ロータリークラブの地域

奉仕活動として、鴻巣市

教育委員会による男女共

同参画の一環として講演

会に向け 1 月も地域の皆

様とのふれあいを大切に

しロータリアンとして活動をして参ります。 

会社としては、今インターンの人材教育を通し、

人を育てる事の大変さ大切さを痛感しております。

人材育成が企業にとって大きな鍵となると心して

対応して若い大きな力を育てる事が、私の使命と

思い邁進して参りますので今年もよろしくお願い

致します。 

細野潤一 会員 

ロータリー出席率 MU も活

用して 100％出席。 

趣味スマホ・アイパットを使

いこなす事。スキー・ダイビン

グを楽しむ。インドネシアのラ

ジャアンパットに行きたい。 

仕事を一生懸命やる。公共事業関係の仕事で

すので、忙しいのでしっかり消化していく事。 

 

伊丹昌幸 会員 

今年はいよいよ 50 歳、不

惑の 40 代も終わり知命の年

だそうです。自分自身を知る

べく、縁を大事に頑張って行

きます。また、昨年末に家族

が交通事故にあってしまいま

した。家族を大事にしていきたいと思います。 

木下純一 会員 

昨年本ロータリークラブに

参加させて頂いて、諸先輩と

交流をさせていただき感謝し

ております。 

抱負  

1. ロータリーへの参加を通

して多くの方と知り合いになる。 

2. 健康に注意する。 

3. ダイエットする（5kg） 

 

出席報告           松本安永 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 1月 14日 1月 7日 12月 31日 

 1086回 1085回 1084回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 21 25  

欠 席 数 12 8  

例会出席率 63.00% 75.00% 100% 

Ｍ Ｕ 数 3 2  

合計出席数 24 27  

出 席 率 72.00% 78.79% 100% 
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スマイル報告       井上 脩士 副 SAA 

 

 

前回までの合計 410,457 円
本 日 の 合 計 21,000 円
次回繰越金合計 431,457 円  

 

 

編集後記 

 300 年前の思想家、石田梅岩は、 「実の商人

は、先も立、我も立つことを想うなり」と残してい

る。 

文芸春秋二月号、日本商工会議所会頭 三村

明夫氏の文章のなかにでていた。自分の利得だ

けでなく、社会全体の利益を追求すべきであると

の教えだ。                    （ＳＩ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人スマイル 

宮城 仁会員…本日は、当店魚孝の品を使用していただき

誠にありがとうございます。 

スマイル 1  2015年度、新年の抱負を語ろう！ 

津田健三会員・小林忠司会員・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・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・仁見惠美子会員・小林玲子会員・田邊 聖会

員・寺西修身会員・成田志津子会員・細野潤一会員・伊丹昌

幸会員・木下純一会員 

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 

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 

2月 4日 

（水） 

第 1089回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月

祝い・結婚月祝い 

2月 11日 

（水） 
法定休会 

2月 18日 

(水) 

第 1090回通常例会 

フィリピン国際奉仕検証報告 

2月 25日

（水） 
第 1091回通常例会 


