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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   

寺澤銀三 会員 

 

 

 

例会プログラム 

司会 井上脩士会員  

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 寺澤銀三会員 

お客様紹介 大澤二三夫会長 

会員誕生月祝い  石川和枝会員 柿沼洋一会員 

  松村豪一会員  

配偶者誕生月祝い  宮坂晴子様  加藤はつ子様 

  馬場好江様 

結婚月祝い 小林忠司会員 山口光男会員 

 松本安永会員 山川泰利会員 

 柿沼洋一会員 佐々木倉造会員 

会長挨拶 大澤二三夫会長 

幹事報告 小林玲子幹事 

委員会報告 

特別委員会 井上脩士委員長 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

広報・雑誌委員会 石井英男委員長 

花チャリティ 間室照雄会員 

細則変更について 松本安永委員長 

出席報告 松本安永委員長 

スマイル報告 加藤 勉副 SAA 

点鐘 
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会長挨拶           大澤二三夫 会長 

当クラブ主幹の 2 事

業、4 クラブ合同例会、

及び 4C 親睦ゴルフ大

会も終了しました。これ

から、1 カ月後に第 22

回ふれあい鴻巣ウォー

キングが開催されます。 

先週の献血の際に、去年の参加者への郵送

作業、小中学校へのチラシ配布の作業を手伝

って頂き有難うございました。又、第 5 グループ

へキャラバンに行って頂いた会員の皆さん有難

うございます。これから、担当委員会からの発表

があると思いますが、私からは、会員 1人当たり

10名の参加者を募って欲しいと思います。前に

も申し上げましたが、今年はNPO法人埼玉県ウ

ォーキング協会の指定例会から外れ、参加者

が、200名から 250名位は減ると思います。宜し

くお願い致します。 

申請をしていた米山奨学生が、当クラブに割

り当てが決まりました。資料にある通り、中国出

身の蘆 志英（ロ シエイ）さん、女性で現在、埼

玉大学の修士課程を履修中です。彼女は、中

国の大学時代に埼玉大学へ交換留学生として、

一度日本に来ています。卒業後、埼玉大学の

大学院へ再入学しています。カウンセラーとし

て、山口会員さんが快く受けていただきました。

これからの事業等にもお呼びしたいと思います。

宜しくお願い致します。 

幹事報告          小林玲子 幹事 

① 2015 年 4 月のロー

タリーレートは、1 ド

ル＝118円 

② 3 月 5 日（木）鴻巣

市観光協会設立 10

周年記念祝賀会 

午後 5 時～文化センター「クレアこうのす」

小ホール 大澤会長、出席しました。 

③ 3 月 6 日（金）ギネス世界記録達成報告会 

商工会青年部主催 クレアこうのす小ホー

ル 大澤会長、出席しました。 

④ 3月 7日（土）大澤会長、鴻巣パンジーマラ

ソン 陸上競技場 大澤会長、出席しまし

た。 

⑤ 3月 9日（月）校長会に第 22回ふれあい鴻

巣ウォーキングの PR に大澤会長 行って

きました。 

⑥ 3月 9日（月）第 22回ふれあい鴻巣ウォー

キング 総部委員会開催 和風レストランと

き PM6:30～開催しました。9 名 出席しま

した。（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、

寺西総務副委員長、成田財務副委員長、

松本 PR副委員長、石井アドバイザー） 

⑦ 3 月 11 日（水）第 22 回ふれあい鴻巣ウォ

ーキング 第 2回全体会議 午後 6時半～

鴻巣市総合福祉センター 開催しました。

14 名出席しました。（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、松本 PR 副委員長、寺西総

務副委員長、井田 PR 委員、馬場財務委

員、田邊PR委員、伊丹総務委員、木下PR

委員、津田アドバイザー、石井アドバイザ

ー） 

⑧ 3月 12日（木）平成 26年度埼玉県立鴻巣

高等学校第 67 回卒業証書授与式 大澤

会長 出席しました。 

⑨ 3月 13日（金） 第 22回ふれあい鴻巣ウォ

ーキング ボランティア委員会 AM9 時～

総合福祉センター集合 小林ボランティア

副委員長、石川委員 2 名で鴻巣西中、吹

上北中、吹上中に 中学生ボランティア参

加依頼の挨拶に行ってきました。 

⑩ 3月 18日（水）4C親睦ゴルフコンペ 鴻巣

水曜ロータリークラブの主幹開催 14 名出

席（大澤会長、小林幹事、津田会員、宮城

会員、小畑会員、加藤勉会員、寺澤会員、

馬場知行会員、山口会員、松本会員、井
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上会員、柿沼会員、寺西会員、久保田元

会員） 

⑪ 3月 27日（金）職業奉仕夜話会 トワイライ

ト・ミーティング開催 パレスホテル大宮 4

階ローズルーム 午後 5 時点鐘 ７名出席 

（大澤会長、小林幹事、津田会員、馬場知

行会員、寺西会員、細野会員、寺澤地区

職業奉仕委員） 

⑫ 4 月 9 日（木）第 5G ゴルフコンペ 大宮ゴ

ルフコース 8 名参加予定 （大澤会長、小

林幹事、津田会員、宮城会員、小畑会員、

馬場知行会員、山口会員、寺西会員） 

⑬ 4 月 13 日（月）アイバンクチャリティーゴル

フ大会開催 ７名参加予定 （大澤会長、

津田会員、小畑会員、加藤勉会員、間室

会員、木下会員、久保田元会員） 

⑭ 4月 17日（金）2015年地区研修・協議会の

ご案内 大宮ソニックシティ 登録 9:30～ 

点鐘 10:20 

⑮ 5月 19日（火）商工会青年部 第 4回チャ

リティーゴルフ大会 おおむらさきゴルフ俱

楽部 9名参加予定（大澤会長、小林幹事、

津田会員、宮城会員、小畑会員、加藤勉

会員、松本会員、柿沼会員、寺西会員） 

⑯ RYLA  2015 年 4 月 4 日（土）5 日（日）6

日(月)  岩手県宮古市   

小畑雄太様 23 歳 日本大学学生 津田

工業（株）より玉木亜衣様 26歳 飯塚卓哉

様 26歳参加 2名参加。 

⑰ 5月 17日（日）ロータリー・リーダーシップ研

究会（RLI） パート 3 のご案内 9:00 開会

9:30～17:30 予定 （終了後懇親会あり）埼

玉会館 7階 7B 

井上会員・柿沼会員出席予定 

 

 

 

 

 

会員誕生月祝い      石川和枝 会員 

 

お誕生お祝いありがとうございました。またお

世話になります。勤めている時には、季節感や

誕生日については、ピンとこなかったのですが、

この頃、特に今年の桜の咲き方には心うばわれ

て、こうした花々の開花する美しい時期に生ま

れてきたのだという思いを新たにしました。 

現在は父と共に小売店の商いと、非常勤講

師として週 1～2回小学校に勤務しております。

関わりをもつ子ども達や先生方との関係を大切

にしていきたいと思っています。 

また、わからない点は他の人に尋ねて教えて

いただく中で、自分の足元を固めていきたいと

思います。先日、家の盆栽を職人の方に植え

替えてもらいました。20 鉢以上あって大変な作

業で、１日かかりました。その折、水やりの仕方

をしっかりご指導いただき、どなたからも学ぶこ

とが大切と再認識をしました。盆栽は昨年の大

雪にも負けなかったのですが、この度の植え替

えでさらに元気を取り戻してきました。 

柿沼洋一 会員 

 

4月 20日で 55歳。ロータリークラブでは若い

方ですが、4月から消防団第 4分団の分団長に、

高校の剣道部 OB 会次期会長を仰せつかって

います。 
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ロータリークラブへ入会して 10 年になります

が、個人企業主ですので、皆さんにボランティ

アをするというより、ボランティアをしていただか

ないといけないような業界です。先週土曜日、

石屋の大先輩（越谷）が昨年の褒章で「黄綬褒

賞」を頂きました。「石ちょう工」の分野で天皇陛

下に拝謁して勲章をいただけるとは。一つの事

に精進していればありがたいことがあるのかなと

思いました。 

24 日には結婚して 27 年になり、嫁さんも 50

歳を越しました。二人でお互い若くないのだか

らと話しています。飲んで家に 1時～2時に帰る

と“今日は早いわね”と言われます。自分の体調

を考え、早く帰るようになりました。これからもロ

ータリークラブのほうも少しずつ頑張ります。今

日はありがとうございました。 

奥様誕生月祝い      加藤はつ子 様 

 

こんにちは！いつもお父さんがお世話になっ

ています。今日の参加は、「すいの会」幹事の

小林玲子さんより「おいしいご飯を用意しますの

で参加して下さい」とお願いされました。 

結婚して 47-8年経ちます。その間、仕事した

り、子育てしたり、病気をしたりとお父さんに心

配かけたり、怒られたりといろいろな事がありま

した。これから残った時間をお父さん「私のわが

ままを十二分通していただき」「私がいつも笑っ

て生活できるようにしていただき」楽しく生きて

行きたいと思います。今日はありがとうございま

した。 

馬場好江 様 

 
皆さん、今日は。今日はお招きいただきまし

て、どうもありがとうございます。何年か前に還

暦を迎えました。最近少しは老いを感じる事が

あります。今日も出てくる際に、お湯を沸かして

いる事を忘れて出てきそうになり慌てて戻りまし

た。これはセーフということで。これからは、息子

たちも一人前になりましたので、自分の事にい

ろいろチャレンジして行こうかと思っています。 

津田さんの奥様主催の「万葉の会」で 20 年

近く勉強させていただいています。おかげでい

ろいろな事を勉強させていただきました。つい

最近も「なにごとにもベストを尽くす」と先生から

教えて頂きました。これからも何事にもチャレン

ジをして、ベストを尽くして行こうと思っています。

よろしくお願いします。 

結婚月祝い         小林忠司 会員 

 

皆さん、こんにちは。結婚して 45 年経つと思

います。今は女房と二人だけで、孫がしょっちゅ

う来ていて、女房はかかりきりです。たまにはど

こかに連れて行きたいのですが、ままなりません。

これからも女房と二人頑張って行きますのでご

協力をよろしくお願いします。今日は有難うござ

いました。 
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山口光男 会員 

 

4月 20日が結婚記念日、今年で 40年になり

ます。子供たちがお祝いの宴席を設けてくれる

という事で楽しみにしています。今は、孫たちと

一緒に何処かに遊びに行く事が大きな楽しみ

になっています。本日はお祝いありがとうござい

ました。 

松本安永 会員 

 

昭和 52年 4月 10日が結婚記念日で 39年

目を迎えます。現在長男の所に孫が二人いま

すが江戸川区に住んでいるため、ほとんど会う

事がありません。 

仕事は家内も開業当初と変わらずスタッフの

一人として現場に行くことも多く、次男とも一緒

にやっていますが、仕事の役割は大きく変わる

事なく、自分がおじいちゃんになったという実感

も、年を感じる事もあまりありません。 

仕事もボランティアも、周りの要望、期待を受

け入れながら、今をしっかり過ごしていきたいと

思っています。 

柿沼洋一 会員 

 

乾杯                細野潤一 会員 

 

皆さん！おめでとうございます。 

委員会報告  

特別委員会          井上脩士 委員長 

第 22回ふれあい鴻巣ウォ

ーキング、財務委員会から

のお願い。来週 8 日が締め

切りです、協力をお願いしま

す。その後直ちに、お礼状と

招待券を発送致します。 

親睦・家族委員会       加藤 勉 委員長 

第 5G ゴルフコンペ、4/9（木）大宮 GC8名参

加。4/13（月）ライオンズ

チャリティゴルフ 7 名参

加。5/19（火）商工会青

年部チャリティーゴルフ

（おおむらさきゴルフ倶

楽部）9 名参加、よろしく

お願いします。 
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広報・雑誌委員会      石井英男 委員長 

こんにちは。本日 4 月 1

日、免許センターの前を

走行しましたらヤオコー店

前から免許センターにそっ

て約 200ｍ位桜並木が見

事、満開に咲いていました。

ロータリーの友、表紙を見て下さい。ここは山口

県下関市の火の山公園だそうです。表紙を心

入れて見てください。現地に行っている気持ち

で表紙を 15 秒位見つめてみて下さい。すばら

しい景色に酔いしれませんか。 

次に、ロータリーデーとして 22Ｐに杉戸 RCの

杉戸町音楽祭が掲載されています。我がロータ

リークラブでは「ふれあい鴻巣ウォーキング｝を

ロータリーデーとして、ロータリーの友に掲載出

来たらと思います。 

細則変更について       松本安永 会員 

今日理事会で次年度

に向けて細則を変更した

いという事で資料を出しま

した。3年に 1度、規定審

議会があって、手続要覧

が皆様の手元に配られて

います。大澤年度の年度計画書には定款の変

更は記載されていますが、細則の変更は間に

合いませんでした。1 年遅れで次年度の組織を

地区と同じような名称にしようという事で部門・委

員会の名称を一致させ、その委員会の説明を

細則の中に織り込む。今年度中に細則の変更

を行いたいと思っていますので皆さんのご理解

をいただければと思います。 

花チャリティー       間室照雄 会員 

ラベンダー 

ラベンダーは寒さには

強く、高温多湿に弱い植

物です。北海道の富良野

が有名ですが、そこの品

種とは少し違います。暑さ

に強いように改良されています。この辺では菖

蒲町のラベンダーが有名で、田んぼの中に堤

を作り、その斜面に植えています。堤防の持つ

高低差で上昇気流が発生する事を利用した栽

培法です。夏の、特に午後からの日差しに弱い

ので、午前中日が射して午後からは日陰になる

所が置き場所として適します。 

肥料は少なめ、水もやりすぎないようにしまし

ょう。真夏の暑い時期は、込み合った枝をすい

てあげると風通しがよくなって蒸れません。花は

早めに切り取って、乾燥して、香り袋として利用

しましょう。花を遅くまでつけておくと、木が疲れ

て、夏越しにも影響します。 

 

出席報告         松本安永 委員長 

 

 

 本日 修正 

 4月 1日 2月 4日 1月 28日 

 1096回 1095回 1094回 

 通常例会 移動例会 移動例会 

会 員 数 34 33 33 

出 席 数 25   

欠 席 数 10   

例会出席率 74.00% 100% 100% 

Ｍ Ｕ 数 4   

合計出席数 29   

出 席 率 85.00% 100% 100% 
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スマイル報告        加藤 勉 副 SAA 

 

 

前回までの合計 544,957 円
本 日 の 合 計 26,000 円
次回繰越金合計 570,957 円  

 

 

 

 

 

 

編集後記 

先日、田邊会員よりお薦めの「ソロモンの偽

証」宮部みゆき原作を観てきました。学校内で

起こった事件を検証していく物語です。前篇で

すので物足らない部分もありましたが次男と今

後どうなるのかと話す事ができました。皆さんも

家族で是非「鴻巣シネマ」へ出かけてみて下さ

い。次回の「水曜シネマ倶楽部」の例会は 5 月

を予定しています。             （ＳＩ） 

 

 

第 1095回移動例会 献血例会 

3月 25日（水） 鴻巣市総合福祉センター 

 

 

松本会員献血ありがとう！ 

個人スマイル 

石井英男会員…加藤はつ子様、馬場好江様誕生月おめ

でとうございます。ようこそいらっしゃいました！ 

スマイル 1  桜満開となりました。楽しい例会、出席よろし

く！ 

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・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・仁見惠美子会員・柿沼

洋一会員・坂口正城会員・小林玲子会員・田邊 聖会員・

寺西修身会員・細野潤一会員・石川和枝会員・伊丹昌幸

会員・竹内幾也会員 
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群馬銀行さん有難うございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

4月 8日 

（水） 

第 1097回通常例会 

クラブフォーラム 

4月 15日 

（水） 

第 1098回移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

決起大会 

4月 22日 

(水) 
第 1099回通常例会 

4月 25日 

（土） 

第 1100回移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

4月 29日

（水） 
法定休会 

5月 13日 

（水） 

第 1101回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月

祝い・結婚月祝い 

5月 20日 

（水） 
第 1102回通常例会 

5月 27日 

（水） 
第 1103回通常例会 


