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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        馬場知行 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 馬場知行会員 

お客様紹介 大澤二三夫会長 

会長挨拶 大澤二三夫会長 

幹事報告 小林玲子幹事 

卓話  
RI2770地区職業奉仕部門委員長 隅内道三様 

委員会報告 

ライラ委員会 間室照雄委員長 

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 1087回例会 2015年 1月 21日 

日 
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会長挨拶           大澤二三夫 会長 

昨年、津田パストガバナ

ーから、年明けに、隅内職

業奉仕部門委員長さんが

当クラブで、卓話をしたいと

の申し出をお聞きし、今日、

実現しました。本日は宜しく

お願い致します。 

さて、テレビでは阪神・淡路震災から 20年が経

ち、未だに商店街等の空き店舗等が報道されて

います。20 年前、私は青年会議所に所属してい

まして、そのルートで震災一週間後に現地に入り、

ボランティア活動をしてきました。20 年を経てもそ

ういう状況であると、東日本震災の復興は、仮設

住宅の問題等から、かなりの時間が掛かるのでは

ないかと思います。 

昨日の報道では日本人 2 人がイスラム国に人

質となり、解放として、2億ドル要求されました。人

質解放に向けて、日本政府の判断は、これから

の交渉でどうなるのか予断を許しません。私の個

人的意見ですが、イスラム国に関しては、イスラム

教の中でイスラム国は異端であると判断して、イ

スラム教の中で解決して欲しいです。 

そして昨日の報道では、サッカーの日本代表

が予選リーグを1位で通過しました。4年前のアジ

ア大会で優勝した代表より、予選リーグとはいえ、

進歩していると思います。でも、これからの戦いが

厳しさを増すと思います。是非優勝して欲しいで

す。 

幹事報告            小林 玲子 幹事 

① 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 17:00～ 

大澤会長出席しました。 

② 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 18:30～鴻巣市総合

福祉センター 大澤会長・小林ボランティア副

委員長・山口総務委員長・井上財務委員長・

松本 PR 副委員長・寺西総務副委員長・成田

財務副委員長 7名出席 

③ 1 月 28 日(火) 13:30～ 法要寺 護摩供養 

大澤会長 出席 

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 18:00～受付 18:30

～開催 大澤会長出席 

⑤ 2月 18日（水）RI2770地区 第 5G 第 7回会

長・幹事会開催 18:00～ 和風レストランとき 

⑥ 2015年 2月 20日（金）地区ロータリー財団補

助金管理セミナーのご案内 

登録受付  12:30  開始  13:00（終了予定

15:50） 場所 さいたま市民会館おおみや 

小ホール 会長エレクト並びに次年度関係委

員長の出席お願い 

⑦ 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 16:30 清水園 内容 第 1 部 セミナ

ー 第 2 部 懇親会 終了予定時間 20:00 

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 

⑧ 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 第一部 13:00点鐘セレ

モニー 13:30～第二部記念講演 14:45～第

三部 青少年フォーラム 15:50～第四部 懇

親会＆クラブソング＆抽選会 

⑨ 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 

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。 
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卓話 
RI2770地区職業奉仕部門委員長 

隅内道三  様 

本日は卓話にお招き頂き

ありがとうございます。さて、

職業奉仕の本題に入る前

に、ロータリアンとは？ ロ

ータリークラブとは？ 奉仕

の理念とは？ という三つ

の素朴な質問に対する答えについて私見を述べ

させて頂きたいと思います。 

先ずは最初に、ロータリアンとはどんな人を言

うのでしょうか？という質問から考えてみたいと思

います。私見ですが、ロータリアンには三つの特

性があると思います。一つ目が、裁量権をもった

職業人であること。二つ目が、職業上の高い倫理

基準と高潔性を有している人であること。三つ目

が、日々、奉仕の理念を実践している人であるこ

とです。例会に出席しない、奉仕活動に参加しな

い、いわんや奉仕活動の当事者になるなどお断

りという姿勢の人をロータリアンと呼ぶことはでき

ないでしょう。 

私の尊敬する元ＲＩ理事の菅野多利雄氏の講

演録には、以下のような記述があります。『ロータ

リー会員になることは比較的容易であるが、ロー

タリアンになるには努力を要する。バッチ会員、

ナイフ＆フォーク会員ではゴルフクラブや社交ク

ラブの会員と何ら変わらない。クラブ例会に出席

し、奉仕活動に参加し、奉仕の当事者となること

を通して、日々自己研鑽を重ねる人をロータリア

ンと呼ぶ』。まさに金言であります。ロータリーに

入会するということは、自分が他者に対して影響

を及ぼす裁量権を持つ職業人であるという高い

自覚と意識を持つことを起点として、日々の奉仕

活動を通してロータリー会員からロータリアンにな

ることを目指すことであると思います。 

さて、次にロータリークラブとは何でしょうか？

会社に事業目的を記載した定款があるように、ロ

ータリークラブにもクラブ定款に記載された目的

があり、そこには「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。」と明

記されています。ロータリークラブとは、将に奉仕

の理念を持ったロータリアンを育成する処であり

ます。 

最後に、ロータリーの目的に謳われている【奉

仕の理念】とは何なのでしょうか？「ロータリーの

目的」を読んでみても、【奉仕の理念】そのものの

説明はどこにもありません。そこで、ロータリーの

哲学である【奉仕の理念】を定義する唯一の記録

といわれる決議 23-34第 1条を見てみると、『ロー

タリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、

それは利己的な欲求と義務およびこれに伴う他

人のために奉仕したいという感情との間に常に存

在する矛盾を和らげようとするものである。』と記

述されています。これを菅野氏の表現に置き換え

るならば、『利己的な欲求』とは、自分の生存を確

実なものにしたいという本能的欲求であり、『他人

のために奉仕をしたいという感情』とは、自分ひと

りでは生きていけないという厳然たる生存の事実

を意味する。故に、人は、常にこの矛盾が生み出

す葛藤に苦しむ。かかる「利己」と「利他」の相克

という人間生活の現実を調整するものがロータリ

ーの哲学（人生哲学＝奉仕の理念）である、とな

ります。いわば裁量権を持った職業人が世のた

め人のためにという利他の心（人生哲学＝奉仕

の理念）をもって、日々の職業（営利行為）を営む

ことを通して社会に奉仕することが、ロータリーの

メインストリートとも称される職業奉仕の概念であ

り、加えて、シェルドンが提唱した企業永続の為

の販売術と適正な利益配分という実践的な倫理

原則を経営の根幹に据えることで、持続可能な

経営を実現せんとする、いわば「実践倫理経営

学」がロータリーの職業奉仕であると思います。 

最後に私の好きな「詠」をご披露して結びと致

します。 

  ・もつ人の心によりて宝とも、仇ともなるは黄金

なりけり （昭憲皇太后の御詠） 

  ・（転じて） 経営者の心によりて宝とも、仇とも

なるは会社なりけり 

ご静聴ありがとうございます。 
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委員会報告 

ロータリー情報・広報・雑誌・IT委員会 

石井英男 委員長 

 12 月の鴻巣市広報「かがや

き」に鴻巣水曜ロータリークラ

ブが寄贈した「防災グッズ」の

事が掲載されました。 

「ロータリーの友」 1 月号

の内容で気が付いた事。従

来の歯車にはゴールドとロイヤルブルーの2色が

使われていましたが、新しいロゴの歯車はロータ

リーゴールドと呼ばれる黄色 1 色だけになりまし

た。また、公式ロゴは、その前に「Rotary」という文

字をロータリーブルーと呼ばれる色で入れること

になりました。 

花チャリティ         間室照雄 会員 

ハーデンベルギア 

オーストラリア・タスマニ

ア島の原産です。ツル性

の花ですので垣根に絡ま

せて楽しむことができます。

今は冬なので、霜が降り

なくなったら、外に出し、

地植えやもっと大きな鉢

植えにします。夏の暑さは苦手なので、水はけの

よい土で、水は切らさない様にします。夏の西陽

があたらず、冬暖かい所ならば、地植えができま

す。花は 3 月から 5 月ごろまで咲き続けます。日

陰にも強く、葉は常緑です。肥料は、伸びている

季節だけ必要です。有機質肥料を中心にあげま

す。 

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 431,457 円
本 日 の 合 計 23,000 円
次回繰越金合計 454,457 円  

 本日 修正 

 1月 21日 1月 14日 1月 7日 

 1087回 1086回 1085回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 20 21 25 

欠 席 数 13 12 8 

例会出席率 60.61% 63.64% 75.76% 

Ｍ Ｕ 数 3 3 1 

合計出席数 23 24 26 

出 席 率 69.70% 72.73% 78.79% 

お客様スマイル 

隅内道三様…本日は卓話にお招きいただきありがとうござ

います。どうぞ宜しくお願いします。 

スマイル1  RI2770地区職業奉仕部門委員長隅内道三様よ

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・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・石井英男会員・仁見惠美子会員・柿沼

洋一会員・小林玲子会員・宮坂良介会員・田邊 聖会員・

寺西修身会員・細野潤一会員・伊丹昌幸会員 
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編集後記 

 水曜シネマ倶楽部が始動します。「深夜食堂」

のような夜の憩いの場が鴻巣にもあれば！先日

息子と行った「Yesterday]、ダイアナ・ロスの曲を

聴きながら話題の「余市」を飲む。かなりいい雰囲

気のショットバーです。皆さんもいかがでしょう。

鴻巣の夜を楽しみませんか。         （SI） 

ふるさとの杜       ロウバイ（蠟梅）の花 

 

 ロウバイは、ロウバイ科ロウバイ属の落葉低木。

1月から2月にかけて黄色い花を付ける落葉広葉

低木である。花の香りは強い。名前に梅がついて

いるためバラ科サクラ属と誤解されやすいが、別

属である。花やつぼみから抽出した蠟梅油を薬と

して使用する。 

 

2014年 12月 31日 上谷運動公園 
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例会開始前の握手会 

点鐘                4RC クラブ会長 

 

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 

 
井田喜代志 会員 

会長挨拶 

   

鴻巣水曜 RC      鴻巣 RC 

大澤二三夫 会長   福士 満 会長 

   
北本 RC       吹上 RC 

藤倉博之 会長  鳥羽千太郎 会長 

幹事報告 

   

鴻巣水曜 RC      鴻巣 RC 

小林玲子 幹事    堀口好治 幹事 

   

北本 RC        吹上 RC 

熊倉陽一 幹事   上岡常浩 幹事 

第 1088回 4RC合同移動例会 

1月 28日（水） PM 18：30～ 

  エルミこうのす市民活動センター 
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パストガバナー挨拶 

国際ロータリー2770地区 

 パストガバナー 津田健三（鴻巣水曜 RC） 

 

国際ロータリー2570地区 

パストガバナー 鈴木秀憲（吹上 RC） 

 

国際ロータリー2770地区 

パストガバナー 大塚信郎（上尾 RC） 

 

委員会報告    ふれあい鴻巣ウォーキング 
坂口正城 委員長 

 

ロイ・ディパ・ラニ米山記念奨学生（北本 RC） 

 

卓話       パスト RI会長 田中作次 様 

 

 

 

大懇親会 

司会 加藤 勉（鴻巣水曜 RC） 親睦委員長 

 

開宴の言葉 鴻巣水曜 RC 大澤二三夫 会長 
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乾杯              寺澤銀三 会員 

 

歓談 

 

 

 

 

 

 

 

手締め 

    

鴻巣水曜 RC       鴻巣 RC 

小林玲子 会長エレクト 大島征二 会長エレクト 

 

   

吹上 RC        北本 RC 

原 功 会長エレクト 白石春彦 会長エレクト  

閉会の挨拶 

 鴻巣水曜 RC 直前会長 石井英男 
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改定職業奉仕を考える（前半の一部は主に 2660

地区資料参考）2015年 1月 28日  

  ロータリーの目的の一つは、日々の仕事を通し

て社会に貢献するために、奉仕の心を育て向上

させることです。奉仕とは他人のために役立つこ

と、他人のニーズを充たすことを自己の責務とし

て行なうことです。ロータリーの目的は、職業を通

して社会のいろいろなニーズを満たすこと、という

ことであり、職業奉仕とは、職業を通して社会のニ

ーズをほぼ完全な形で満たせるよう努力を重ねる

ということです。それによって、自己の職業の品位

と道徳水準を高め、社会から尊重される存在にな

ることができます。  

  ここで大事なことは、ロータリアンは日々の仕事

を通して生きる力の根本である自らの道徳的能

力を高め、それを社会に反映させることを責務と

考えて努力しているということです。すなわち、ロ

ータリアンは日常の職業活動を通して、自分の職

場の従業員、取引先の人達やその関係者、ひい

ては地域社会の人達の模範となり、生きる力の根

源である道徳的能力を向上させることに努めてい

ます。このような仕事の仕方をロータリーでは、職

業奉仕と呼んでいます。私たちが真のロータリア

ンであるか否かは、私たち自身とその職場が社

会の模範となるように努力することを自己の責務

と考えているか否かにかかっています。 

  何時の時代でも、社会の人々の道徳的能力の

向上が叫ばれます。道徳的能力の基本は、人間

が他の人々や動植物を含む自然環境に対して、

どのような態度を取るべきかを適切に判断する能

力であると考えられます。そのような判断を下す

には、人以外の動植物やものとのコミュニケーシ

ョンが出来なければなりません。人以外の動植物

やものは人間の言葉を話さないので、それらとの

コミュニケーションは想像力に頼るしかありませ

ん。 

また、社会人として真っ当に生きていくために

は、過去に学び、未来を予測することが必要です。

そのためには、既に亡くなった人やこれから生ま

れてくる人との想像力を駆使したコミュニケーショ

ンも要求されます。したがって、道徳的能力の根

本は想像力です。想像力は人文、社会、自然科

学を推進する原動力でもあります。想像力を駆使

して試行錯誤を繰り返すことで、科学は、そして

社会は進歩していくのです。想像力の成果の集

積は新しいものの概念や職業の創造に繋ぐこと

ができます。創造力は想像力の集積の結果とし

て生まれてきます。 

ロータリアンは日々の職業奉仕を通して、自身

の、また、職場や地域社会の人達の生きる力の

根源である想像力を高め、社会の進歩と平和に

貢献しています。ここでもう一つ述べておきたいこ

とがあります。それは、自分が他に対してとるべき

と考える態度が適切か否かを判断する際に、想

像力とともに、その適切性を判断する規準が必要

であるということです。この規準はあくまでも個人

的なもので、人により異なるものですが、ある程度

の一般性を持つべきものでもあります。その例と

して、ロータリーの四つのテストは非常に良くでき

た規準の一つと考えられます。 

  ロータリアンは職場の外でも社会のニーズを充

たすために、いろいろな活動をしています。これ

は社会奉仕であり、活動の場が国際的であれば

国際奉仕でありますが、それが自分の職業の専

門性を活かした奉仕であれば同時に職業奉仕の

性格も備えていることになります。職場の外での

奉仕には、お金や物や労力を提供する奉仕、職

場で培った知識・技術を提供する知的奉仕など

いろいろな奉仕があります。これらのうち知的奉

仕は、それぞれの分野で最高の知識、技術を備

えたロータリアンにとっては、最適の奉仕の一つ

です。 

多くの地区やクラブが何年にも亘って行なって

きた小学校、中学校への出前授業や職場体験学

習はその一例です。中学校で道徳の授業をした

とき、話を聴いてくれた生徒の一人が「最初は聞

くだけで頭がこんがらがるような難しい話かと思っ
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ていたが、聴いているうちに、いろいろな科目や

物事でも道徳で繋がっているのだという新しい見

方ができるようになった」と言ってくれました。本当

に嬉しい子供の一言でした。 

ここまでに述べたことを頭に入れて、以下の職

業奉仕に関するロータリーの公式文書ロータリー

の四大奉仕、すなわち、クラブ奉仕、職業奉仕、

社会奉仕、国際奉仕の考え方は、1927年ベルギ

ーのオステンドで開かれた国際大会で決められ

たものです。このときに、それまでロータリークラ

ブの基本理念として一般奉仕概念と呼ばれてい

たものに職業奉仕がありました。  

職業とは： われわれの社会では，人は日々なん

らかの仕事をして，それによって報酬を得て生活

の資としています。そうした仕事を職業という。毎

日仕事をするといっても，趣味や道楽でする仕事，

主婦の行う家事や育児，ボランティア活動などは

職業とはいいません。また，たとえ生計を維持す

るためであっても，盗みや、ばくちをするなどの反

社会的な活動は職業ではありません。職業は，

生計を維持するための継続的で分担的な，社会

的に有用な活動と定義されます。  

職業奉仕とは： 職業奉仕は、事業および専門職

務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて

尊重されるべきであるという認識を深め、あらゆる

職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくと

いう目的を持つものです。会員は、ロータリーの

理念に従って自分自身を律し、事業を行います。 

 職業奉仕は、ロータリアンがそれぞれの職業を

通じて他の人々に奉仕し、 高い道徳的水準を保

つことを奨励するという考え方です。この職業す

なわち vocation という語は business 、 job 、

occupation や profession という語に比べて、神か

ら授けられた仕事（天職）、社会生活における分

業の担い手、職分、人に必要とされる職業という

ようなニュアンスが強い言葉です。このことを考え

合わせていただければ、職業奉仕の理念がより

よく理解できると思います。 

皆様がすでに十分ご存じの通り、四つのテスト

作成者、RI 元会長ハーバート テイラー氏は、こ

れを自社のための指針として創案した当時、「私

たちは、第一に、従業員の雇用にあたって十分

な注意を払い、第二に、彼らが自分の会社で順

調に働いてゆくに従い、より優れた人間となるよう

援助することを決めた」と語りました。テイラー元

RI 会長は、ロータリアンは、倫理感をもって思い

やりの心で他の人々に奉仕するよう尽力すること

を強調しました。 

それでは職業（仕事）の目的とは何かをもう一度

考えてみましょう： 

1. 出来れば自分の得意な分野の仕事を通じて

社会に貢献する。効率、知識、自信 

2. 仕事によって自分の夢を実現しやりがいを感

じる。他者のために尽くす 

3. 新商品の開発と提供によって生活者に更な

る満足を提供する。創造性を磨く 

4. 社会における潜在的なニーズを顕在化させ

る。将来は無限の可能性を持つ 

5. 従業員など他者のために働く場を提供する。

労働市場を作る 

6. より豊かな生活環境を創造する。人の幸せを

創造 

7. 仕事を通じて健康と夢の実現に繋がる。自身

の健康と未来に感謝を 

8. 商品付加価値を高める情熱と努力を惜しま

ない。少しの変化で大きな成果が 

9. 生産や流通の近代化を促進し豊かな社会の

構築を。いかに無駄が多いか検討 

10. 人のお役にたちそして喜んでもらいたいと皆

思っている。他者のために生きる 

11. 仕事をしなくても経済的に困らない人でも健

康と夢を持って仕事をします。社会のために

生きる 

12. 一人では生きていけず大勢の方々や自然の

恵みによって可能である事に感謝 

13. 人間社会は助け合い運動です。自分の出来

る範囲で積極的に奉仕したい。 

http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A
http://kotobank.jp/word/%E4%BB%95%E4%BA%8B
http://kotobank.jp/word/%E5%A0%B1%E9%85%AC
http://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E6%B4%BB
http://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E6%B4%BB
http://kotobank.jp/word/%E6%AF%8E%E6%97%A5
http://kotobank.jp/word/%E6%AF%8E%E6%97%A5
http://kotobank.jp/word/%E8%B6%A3%E5%91%B3
http://kotobank.jp/word/%E9%81%93%E6%A5%BD
http://kotobank.jp/word/%E4%B8%BB%E5%A9%A6
http://kotobank.jp/word/%E5%AE%B6%E4%BA%8B
http://kotobank.jp/word/%E8%82%B2%E5%85%90
http://kotobank.jp/word/%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E6%B4%BB%E5%8B%95
http://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E8%A8%88
http://kotobank.jp/word/%E7%9B%97%E3%81%BF
http://kotobank.jp/word/%E6%B4%BB%E5%8B%95
http://kotobank.jp/word/%E7%B6%99%E7%B6%9A
http://kotobank.jp/word/%E5%88%86%E6%8B%85
http://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E7%94%A8
http://kotobank.jp/word/%E5%AE%9A%E7%BE%A9
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14. 仕事の効率化は毎年毎年世界中で大きな進

歩を見せています。再見直し 

15. 経済的自立と自分の成長そして生きていくた

めの収入を得ること。両立可 

16. 円滑な人間関係を築き、困難を克服する精

神力を養う。コミニュケーション 

17. 仕事は困難なことを解決してくれるヒントや忍

耐力を与えてくれます。養成 

18. 仕事は時間の有効活用がいかに重要な鍵で

あるかを教えてくれます。方法 

19. 効率化を進める意欲を与えます。やる気次

第で可能 

20. 働く人々にやる気と夢を与えます。前進を目

指せばさらに効果 

21. 常に平常心が持てるようになります。バランス

感覚が持てるようになる 

22. ロータリーが行う小中学校への仕事出前講

座は好評です。彼らに知識を与える 

23. 地域社会に向けて仕事のよろず相談を行っ

ているクラブもあります。「実社会の厳しさ、楽

しさ、やりがい等」が聞けます。悩んでいる人

たちは多い。 

24. 3-5 日間程度の職場体験学習もあります（高

校生が事業所で体験）。効果大 

25. 高い倫理観をもって職業活動を行なう。職業

の基本事項です 

26. 社会のニーズを満たしていく一つの方法が

職業人の重要な任務です。社会の為 

27. 奉仕という意味は他者や社会の為に役立つ

という意味です。有料無料共に共通 

28. 有用な情報を捕まえ、活用する度合いは本

人の関心度と行動そして決断次第です。ある

ことに関心度の高い人にはそれに関する多く

の情報が飛び込んできます。 

29. 企業発展のチャンスは無限です。本人の目

標や関心度の高さ次第です。   

30. 自分の夢をかなえるために仕事があります。 

夢は 99％かなえられる 

31. 私の人生の例  一番思考の実現 誰でもや

ればできる 挑戦 高い目標を設定 

32. 企業の発展は潜在能力の活用と実行力次

第です。その為に夢や高い目標が要 

33. 職業は変化対応業です。常に環境は変化し

ているのでチャンスはいつもある 

34. 仕事を通じて世界の人々との繋がりができる。

世界平和 互いに多様性を理解 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

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 

会員卓話 祝い月該当会員 

広報雑誌 石井英男委員長 

花チャリティ 

2月 11日 

（水） 
法定休会 

2月 18日 

(水) 

第 1090回通常例会 

外来卓話 コウノトリを育む会 

2月 25日

（水） 

第 1091回通常例会 

外来卓話 フィリピン国際奉仕

検証報告 

3月 1日 

（水） 

第 1092回移動例会 

第 5G IM 

3月 4日 

（水） 

第 1093回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月

祝い・結婚月祝い 

会員卓話 祝い月該当会員 

広報雑誌 石井英男委員長 

花チャリティ 

3月 11日 

（水） 
振替休会 

3月 18日 

（水） 
第 1094回通常例会 

3月 25日 

（水） 

第 1095回移動例会 

献血 鴻巣市総合福祉センター 

10：00～12：00 13：00～16：00 

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 


