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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        小畑正勝 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 小畑正勝会員 

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  
RYLA研修報告 小畑雄太様 

委員会報告 

特別委員会 坂口正城実行委員長 

総務委員会 山口光男委員長 

財務委員会 井上脩士委員長 

ボランティア委員会 小林玲子委員長 

ふるさとの杜委員会 間室照雄委員長 

出席報告 仁見恵美子副委員長 

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 1099回例会 2015年 4月 22日 
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会長挨拶           大澤二三夫 会長 

さて、いよいよ今週第 22

回ふれあい鴻巣ウォーキ

ングが開催されます。色々

準備をしてくださった皆さ

ん、有難うございます。皆

さんのご苦労が反映され

る大会にしたいです。週間予報で、天気もよさそ

うなので安心しています。 

先日、ウォーキングのキャラバンで上尾西 RC

へお邪魔した際、星野パストガバナー補佐から

次次年度、大貫等さんをガバナーに推薦すると

言うお話を伺いました。地区からガバナー決定の

件のご案内があり、クラブから提出された推薦者

が1名の為、同氏を2017～2018年度ガバナーに

選出されましたという内容でした。実は、大貫さん

は、井上パスト会長と同期の会長さんです。と同

時に、小畑さんがガバナー補佐でした。私も幹事

でしたので、少し感慨深いものがあります。当時

の印象としては、大貫さんは実直で真面目な方

だという印象があります。2 年後は、当クラブもサ

ポート役として支えなくてはいけません。 

幹事報告            小林 玲子 幹事 

① 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

しました。 （大澤会

長、小林幹事、津田、

小畑、馬場、間室、

山口、寺西） 

② 4月 11日（土）2015年度ロータリー米山記念

奨学生(新規)、カウンセラー初顔合わせ及

び カウンセラー＆米山記念奨学生(新規・

継続)、オリエンテーションに山口会員が行っ

てきました。 

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 名参加しました。 （大澤会長、

津田、宮城、小畑、加藤、木下、久保田） 

④ 4月 15日（水）会長・幹事会 大澤会長出席

しました。 

⑤ 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 12名参加（小林、坂

口、小畑、田邊、大澤、松本、寺西、間室、

山口、井上、佐々木、寺澤） 

⑥ 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 

3名出席予定（井上、柿沼、寺西） 

⑦ 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、宮城、小畑、加藤、松本、柿沼、

寺西） 

卓話 

RYLA研修報告           小畑雄太 様 

被災地を訪れる機会を与

えて頂き大変感謝していま

す。現地では語り部の方の

体験談を聞き、TV等で得た

情報は極一部であると感じ、

あまりのスケールの大きさに

想像するのが難しく心が痛くなりました。この中で

自分自身一番勉強になったのは、RYLA 研修生

との交流の中で、社会人の先輩方のアドバイス

やグループディスカッションでの、一人一人の意

見を聞き様々な考え方、物事のとらえ方を学べた

ことにより、もっと視点を広げようと大変強く思えた

ことです。 

 この RYLA 研修の被災地での経験を他の人に

感じてもらう為に自分が成長し、説得力や影響力

のある人間になりたいと思います。 
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委員会報告 

ふれあい鴻巣ウォーキング特別委員会 

坂口正城 実行委員長 

いよいよ大会が迫ってま

いりました。会員の皆さま

には多くの参加者を集め

ていただけますようお願い

いたします。それでは各委

員会より報告いたします。 

山口光男 総務委員長 

招待者からの返事がほ

ぼ出そろいました。各コー

スの開会式次第もお手元

の通りです。24 日（金）前

日準備の方も協力をお願

いいたします。 

各公民館での参加者受付も例年より多めに推

移しているようです。参加者の報告をよろしくお

願いしたします。 

井上脩士 財務委員長 

協賛金は最終的に152社、

192口96万円になりました。

レクリエーション協会をはじ

め多くの会員の皆さまご協

力ありがとうございました。

目標額には少し足りません

でしたが、この予算でりっぱに大会を運営して行

きたいと思います。 

小林玲子 ボランティア委員長 

 多くの中学生ボランティア

の参加があります。その他、

日赤奉仕団・一般ボランテ

ィアなどの参加が予定され

ています。ご協力ありがとう

ございます。 

ふるさとの杜委員会      間室照雄 委員長 

 5月 31日“クリーン鴻巣”

の日、草取り作業を行いま

す。9時作業開始、作業後

昼食を一緒に食べたいと

思います。 

 

 

出席報告        仁見惠美子 副委員長 

 

 

 本日 修正 

 4月 22日 4月 15日 4月 8日 

 1099回 1098回 1088回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 19 22  

欠 席 数 14 11  

例会出席率 57.00% 66.67% 100% 

Ｍ Ｕ 数 5 4  

合計出席数 24 26  

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 595,957 円

本 日 の 合 計 23,000 円

次回繰越金合計 618,957 円  

 

 

編集後記 

 7月 5日（日）クレア鴻巣で「鴻巣アロマの会」 

を開催します。「認知症とアロマ」と題して講演と

症例報告などを予定しています。年齢を重ねると

五感の衰えを感じてきます。嗅覚も知らず知らず

に低下していきます。味覚・嗅覚の衰えは認知に

影響を与えるとの報告があります。皆さまも食事

はよく噛んで味わって香りを感じて楽しく食べて

はどうでしょう！                 （ＳＩ） 

 

 

 

 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様スマイル 

小畑雄太様…RYLA研修報告に来ました。よろしくお願い

します。 

スマイル 1  4/24前日準備、4/25ウォーキング全会員の参

加をお願いします。 

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・間室照雄会員・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・坂口

正城会員・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・石川和枝会員・伊丹昌

幸会員 

4月 24日 

(金) 

ふれあい鴻巣ウォーキング準備 

鴻巣市陸上競技場  

13時集合 

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  

6時 45分集合 

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 


