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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        柿沼洋一 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 柿沼洋一会員 

会長挨拶 大澤二三夫会長 

幹事報告 小林玲子幹事 

クラブフォーラム 小林玲子会長ｴﾚｸﾄ 
委員会報告 

ウォーキング特別委員会 坂口正城委員長 

総務委員会 山口光男委員長 

ＰＲ委員会 柿沼洋一委員長 

財務委員会 井上脩士委員長 

ボランティア委員会 小林玲子副委員長 

社会奉仕委員会 成田志津子委員長 

次年度親睦・家族委員会 馬場知行委員長 

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 1097 回例会 2015 年 4 月 8 日 
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会長挨拶           大澤二三夫 会長 

先日、鴻巣市観光協会

と群馬県沼田市の沼田観

光協会、利根町観光協会

と友好交流に関する協定

書を締結しました。 

鴻巣市と沼田市は「小松

姫」が縁で交流を続けることになりました。小松姫

は徳川家康の重臣の本多忠勝の娘で、徳川家

の養女となり、真田幸村の兄で沼田城主の真田

信之に嫁ぎました。小松姫は鴻巣で亡くなり、遺

骨が勝願寺と沼田市の正覚寺に分骨されている

そうで、これが縁となって、両市は観光イベントな

どで定期的に交流しています。両観光協会の会

長さんは、これから交流を深めて両市の姉妹都

市締結まで繋げたいと思っていそうです。沼田市

観光協会の会長さんからは、老神温泉で疲れを

癒して欲しいと言っていました。実は、この交流に

関しては、小林忠司商工会長からお聞きしていま

した。又、小林エレクトも、会員旅行の件で沼田

市の大蛇祭りを候補の一つと考えていました。 

さて、第 22回ふれあい鴻巣ウォーキングも、山

口会員さんの、県庁の記者クラブへ配布して頂

いたお陰で、埼玉新聞に掲載されました。今日で

協賛金の受付が終わり、各公民館への回収作業、

そしてキャラバンに、参加者を募る活動に協力し

て頂き有難うございます。選挙ではありませんが、

最後のお願いで参加者を募って下さい。私も、協

賛金を戴いた先等で、20 名以上の参加を確約し

て戴きました。この事業を盛り上げましょう。 

幹事報告             小林玲子 幹事 

① RYLA  2015年 4月 4

日（土）5 日（日）6 日

(月 )   岩手県宮古市 

3名参加しました。 

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 

② 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、小畑会員、馬場知行会員、

間室会員、山口会員、寺西会員） 

③ 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、宮城会員、小畑会員、加藤勉会員、

木下会員、久保田元会員） 

④ 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 

⑤ 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、寺西会員、出席予定 

⑥ 5 月 19 日（火）商工会青年部 第 4 回チャリ

ティーゴルフ大会開催 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） 

クラブフォーラム  小林玲子 会長エレクト 

3月 5日(木)、6日(金)と会

長エレクト研修セミナーに行

ってきました。 

今日の出席者中 14 名が

パスト会長様で経験していま

す。半分の方が未経験です。

早めに出たので9時頃着きました。ドキドキして入

ったら濱野ガバナー様が、コンビニの入り口でコ

ーヒーを飲んでいて笑顔で迎えて下さりほっとし

ました。 

 まず、第 1 全体会議では席は決まっていて、入

ろうとしたら、すごく大勢で男性ばかり、びっくり、

どうしようと思いました。でも会長・幹事会で知り合

いの方がいらしてほっとしました。こうして始まっ

た 1日目です。 

 2 日目も早めに出ましたが、高崎線の人身事故

で、宮原駅でストップ。大宮駅に着いたので埼京
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線、タクシーでラフレさいたまに行きました。入っ

たら、また濱野ガバナー様と出合いまして、何が

あるかわからないので早めに来ているとおっしゃ

っていました。時間を遅らせての開始になりまし

た。 

さて、会長方針は、2015～2016 年度 RI 会長 

K.R.ラビンドラン氏はテーマを、「世界へのプレゼ

ントになろう」 (Be a gift to the world) を提唱しま

した。そして地区ガバナー井原 實氏は「ロータリ

ーは奉仕を通じて、人づくり、自分作り」を地区活

動方針にし、「ロータリーを学ぼう、そして楽しも

う」を地区運営方針に掲げました 

鴻巣水曜ロータリークラブは24年目を迎え、次

年度は、節目となる 25周年を迎えます。そこで大

澤年度を引き継ぎ、みんなに公平で好意と友情

を深めるクラブ運営を進めていきたいと思いま

す。 

また、これまでの先輩会員の築かれた地域社

会の奉仕活動等の伝統を引き継ぎ、それらの活

動を通して育まれた人と人との交流、繋がりの輪

を絶やすことなく継続させていきたいと思います。

次年度への大事なプレゼントとしてタスキ渡しをし

ていければと願っています。 

2015～2016 年度 鴻巣水曜ロータリークラブ

のテーマは、 

「クラブをひき継

つ

ぎ、ひとを繋

つな

げよう」です。 

皆様どうぞよろしくお願い致します。 

委員会報告 

鴻巣ふれあいウォーキング特別委員会 

坂口正城 実行委員長 

 第 22 回ふれあい鴻巣ウォ

ーキング、前日群馬銀行・

旭科学からのテント、その他

の運びだしのお手伝いをお

願いします。4 月 15 日（水）

決起大会への参加をお願い

します。今日は、大会当日の各会員の行動計画

表の説明をいたします。 

山口光男 総務委員長 

 招待者リストは選挙の影響

で全員が揃っていません。ロ

ータリー関係ではガバナー

補佐・いくつかのクラブ会長

以外まだ返事がきていませ

ん。式典は AB・Cそれぞれ 7

名ずつの返事を頂いています。 

24 日（金）前日準備作業は、午後 1 時に陸上

競技場に集合して下さい。その後各自の持場で

の作業をお願いします。会員夫人には、グッズの

袋詰めをお願いします。大会当日は 6：45 の集

合です。 

 参加者のとりまとめ、報告を早めにお願いしま

す。今日現在、200 名前後にとどまっています。

今年は、県ウォーキング協会から 100名ほどの参

加です。 

柿沼洋一 PR委員長 

 4月 19日が最終の締切と

いうことで各公民館には受

付のお願いをしてあります。

第 1回 3/20、第 2回 4/10、

第 3回 4/19に担当の方に

は受付の紙と参加費の回

収をお願いしてあります。各ロータリークラブへの

キャラバンに協力して頂きありがとうございました。

毎年の事ですが市内にポスターを掲示してあり

ます。是非とも会員の皆さまには参加者を募って

頂きますようお願いします。 

井上脩士 財務委員長 

 本日で協賛金の集計を

終わります。皆さまご協力

ありがとうございます。おお

よそ 80 万円、集まりました。

予算は 100万円でしたが、

どうにかやれると思います。

今後協賛企業には、お礼状と共に招待券を 1 口

につき 4 枚を送ります。大会終了後にはピンバッ

ジと終了報告書を送る予定です。 
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小林玲子 ボランティア 副委員長 

4 月 15 日（水）決起大会

の前に集合してボランティア

委員会委員会開催 

4 月 22 日（水）総合福祉

センターで PM16:00～ 車

椅子勉強会を開催 

社会奉仕委員会      成田志津子 委員長 

 3月 25日（水）献血例会の

ご協力ありがとうございまし

た。おかげ様で 46名の方の

ご協力をいただき、多くの貴

重な血液をいただきました。 

 3月 14日（土）エルミこうの

すにて「知ろう 語ろう 手をつなごう」と銘打ち、

鴻巣市の男女共同参画を考える会が催されまし

た。400人に迫る多くの参加者と辛島美智子氏の

講話で盛大に開催されました事、ご報告させて

いただきます。ご参加及びポスター掲示などの協

力ありがとうございました。 

次年度親睦・家族委員会   馬場知行 委員長 

 次年度の親睦旅行は、小

林エレクトの旦那様の故郷、

青森県五所川原の「立佞武

多」見学と長山洋子「恋の津

軽十三湖」、宮内たけし作詞

にまつわる所を見学する旅

行です。宮内さんを鴻巣水曜ロータリークラブに

入会戴く、長山洋子の紅白歌合戦出場を目指し

ましょう。 

ふるさとの杜 花たち 

 

ジューンベリー 

 

アメリカハナミズキ 

なぜか一輪咲いています 

出席報告           松本安永 委員長 

 

 本日 修正 

 4月 8日 4月 1日 3月 25日 

 1097回 1096回 1095回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 34 34 34 

出 席 数 24 25  

欠 席 数 10 9  

例会出席率 70.59% 73.53% 100% 

Ｍ Ｕ 数 4 4  

合計出席数 28 29  

出 席 率 82.35% 85.29% 100% 
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スマイル報告        井上 脩士 副 SAA 

 

前回までの合計 570,957 円
本 日 の 合 計 25,000 円
次回繰越金合計 595,957 円  

 

 

 

 

編集後記 

 先日神戸に行って来ました。早いもので震災か

ら 20 年が経ちました。神戸は親戚が多く震災前

に何度も行ったことがあります。三宮駅周辺です

が見違えるほど開発が進んで、今後もさらに大規

模（貨物駅跡地）開発が控えているようです。東

北も 20年後は・・・・・。            （ＳＩ） 

 

 

 

 

 

第 1098回移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング決起集会 

平成２７年 4月 15日（水） 

鴻巣市総合福祉センター 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

スマイル 1  4/15（水）ウォーキング決起大会に全会員の参

加をお願いします。 

津田健三会員・宮城 仁会員・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・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・坂口正城会員・宮坂良介会員・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 

スマイル 2  4/17日（金）地区研修・協議会への参加をお願

いします。 

小畑正勝会員・加藤文男会員・小林玲子会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 22日 

(水) 

第 1099回通常例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

4月 24日 

（金） 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

会場準備作業 

鴻巣市陸上競技場 

集合 13：00 

4月 25日 

（土） 

第 1100回移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

鴻巣市陸上競技場 

集合 6：45 

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 

広報雑誌委員会 

花チャリティ 

5月 20日 

（水） 

第 1102回通常例会 

会員卓話 

5月 27日 

（水） 

第 1103回移動例会 

新会員の集い  

和風レストランとき 18：30～ 

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 


