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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   

山口光男 会員 

 

例会プログラム 

司会 加藤文男会員  

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 山口光男会員 

お客様紹介 大澤二三夫会長 

会員誕生月祝い  加藤文男会員 長谷川信子会員  

  宮城 仁会員 津田健三会員 

配偶者誕生月祝い  山川亜古様  長谷川友美様 

  井上洋子様 

結婚月祝い 津田健三会員 馬場知行会員 

 井上脩士会員  

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 

社会奉仕委員会（次年度） 寺西修身委員長 

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 

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 
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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 
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会長挨拶           大澤二三夫 会長 

ホーム例会までの間、

期間が開きましたが、先

月行われた第 22 回ふれ

あい鴻巣ウォーキングは

1266 名の方々が参加者

しました。スタッフを含める

と 1500 名のイベントとなりました。協賛金集め、

参加者募集、設営、当日、ご協力戴いた会員

の皆様有難うございました。 

ゴールデンウィーク中に会員 8名で奄美大島

を訪問し、奄美大島 RC の例会に参加して来ま

した。井上会員の友人の方が次年度ガバナー

補佐をなさるそうで、3 年後、ガバナーになる際

は応援をしたいです。現在、当クラブとは友好ク

ラブと言う状況です。今後のことは、時間をかけ

ながらになります。 

本日、当クラブの創立記念日です。今日は、

クラブ設立に尽力された津田パストガバナーに

当時を振り返り、卓話をしていただきます。宜し

くお願い致します。 

幹事報告          小林玲子 幹事 

① 5 月 7 日（木）奄美ロ

ータリークラブ訪問 

8 名参加（津田パスト

ガバナー、大澤会長、

小林幹事、宮城、小

畑、加藤、寺澤、井

上） 

② 5 月 9 日（土）2015 学年度ロータリー米山

記念奨学生入学式 ラフレさいたま 

小林次年度会長、山口カウンセラー出席 

③ 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開催 受付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） 

④ 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 8 名参加予定（大澤会長、小林幹事、

津田、小畑、加藤、松本、柿沼、寺西） 

⑤ 6 月 12 日（金）パスト会長会 和風レストラ

ンとき 18:30～ 

会員誕生月祝い    

加藤文男 会員 

 

 5月 1日、還暦の誕生日です。まさか 60年間

生きたという実感がわきません。これからも生き

て行きます。 

宮城 仁 会員 

 

 5月 22日で満 72歳となります。歳をとると共に

元気・明日への希望、食べ物・飲み物には十分

に気をつけ、赤ワインと野菜ジュースを毎日飲

む日課、おかげ様で元気一杯これからも続けま

す。大好きなゴルフ、先日吉見 GC にて 77、ま

だまだ行ける。さあ、これから出発だ！ 

津田健三 会員 

 

私の 81才の誕生記念と結婚記念に美味しい

赤ワインと奄美のお土産を頂戴し、誠に有難う

ございます。 
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奥様誕生月祝い 

井上洋子 様 

 

 結婚祝い・誕生祝いに呼んで下さり有難うご

ざいます。今週末から「鴻巣花まつり」が始まり

オープンガーデンも土日に行われます。ちゃっ

かり宣伝させて頂きました。鴻巣市が花のまちと

して知られるよう始まったオープンガーデンで

すが来年で10周年となります。市も観光戦略課

の中に花まつりが組み込まれ年々観光客も増

えているようです。素敵なマップもありますので

皆さん見に来てください。 

結婚月祝い 

津田健三 会員 

 

結婚記念は 57 回も数えました。年をとったな

ぁと感慨深く思います。 

井上脩士 会員 

 

昭和 56年 5月 5月に結婚。今年で 34年に

なります。今年 9月に次女が出産します。やっと

おじいちゃん・おばあちゃんになります。今から

楽しみです。多くの友達が全国にいます。彼ら

を訪ねてその地の酒を飲み食べ物を食べ、初

めてのゴルフコースを回るのが楽しみです。今

日は有難うございました。 

乾杯                坂口正城 会員 

 
皆さん！おめでとうございます。 

卓話                 

創立記念日について      津田健三 会員 

１． 今日は記念すべき日。

我がクラブ誕生 23 年

前の今日 

２． どんな経緯で出来た

か知っておいて欲し

い 

 親クラブの一部の人でトラブルがあって別

れたという人が居るが全て円満に 

３． 地区からの要請。同じ市の中で 2つ、3つク

ラブを作って増強を・・・ 

４． 皆で話し合って 5年後 53名→80名にして

分割をしましょう 

５． 区域を共有するアデショナルクラブとして

（+13名） 

６． 全会員にアンケート 

アンケートの内容：新クラブへ移籍したい・

どちらでも・残りたい 

結果： 

新クラブへ移籍希望とどちらでもよい 

（34名）：残りたい（46名） 

７． 創立総会（平成 4年 5月 13日） 

  RI認証（ 同  6月 12日） 
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  認証状伝達式 チャーターナイト（平成

5年 4月 2日）創立総会時より 13名増強し

47名で 

８． 派手なチャーターナイト ミスワールドも参

加 

 記念講演（早坂茂三氏）、 

アトラクション：江戸寿太鼓と日本舞踊カ

ッポレ（横田増子氏） 

９． 牧内、半田パストガバナー、土屋知事、佐

藤輝彦市長挨拶 

１０． 初代会長として心したこと。3つの言葉 

会長経験者 10 名、新会員、2 つに分けた

特殊なクラブ 

① 会員の結束を如何に計るか（日本の祭

り巡りを通して親睦を） 

② どんな奉仕活動をするか（地域の皆さ

んとふれあい鴻巣ウォーキング） 

③ クラブ運営は会員全て平等、派閥はつ

くらない、ボスは居ない、例会は人づく

りに趣を 

現在、チャーターメンバーは 10名居ります。 

 チャーターナイトの時、挨拶の中で 2 つのこと

を述べました。 

① タフでなければ生きてゆけない 

優しくなければ、生きてゆく資格がない 

② 奉仕活動するにはこの 3つの要素がなけ

れば「知力・資力・体力」 

これからも、クラブ会員の結束を高め、意義

ある奉仕活動を頑張りましょう。 

委員会報告  

広報・雑誌委員会       石井英男 委員長 

 ロータリーの友 5 月号

では、7 ページよりポリオ

撲滅活動の最新情報が

カラーページに載ってい

ます。ポリオの正式名称

は「急性灰白髄炎」、一

般に「小児マヒ」とも呼ばれ主に 5歳未満の小児

が罹ります。2015年は 4月 1日現在 21件の感

染が報告されています。ポリオウイルスが残る 3

か国は、パキスタン・ナイジェリア・アフガニスタ

ンになります。世界で撲滅に向けて最後の一押

しに全力を注ぐためにも今後とも皆様からの温

かいご支援をよろしくお願いいたします。75 ペ

ージに「ポリオのない世界まであと少し」ポリオ

撲滅の顔、ジャッキー・チェンが載っています。 

次年度社会奉仕委員会   寺西修身 委員長 

鴻巣市献血推進協議会 参加報告 

1. 会則、役員変更は原案

通り承認 

2. 決算、予算は原案通り

承認 

3. 事業計画、結果は 23

団体・39回実施 

平成 26 年度 1,394 名 

来年度目標 2,035名 

4. 特徴は埼玉県では必要数に対して献血数

が大幅未達、供給 32 万本に対して献血 23

万本 

20代～30代の献血数 400ｍｌ献血の実施増

加を希望します。 

花チャリティ         間室照雄 会員 

 デルフィニューム 

きんぽうげ科ひえんそう

属。6～8 月に咲く。冬は霜

よけが必要。日当たりのよ

い地で水はけの良い所に

植える。 

 



5 / 8 

 

 
 

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 618,957 円
本 日 の 合 計 26,019 円
次回繰越金合計 644,976 円  

 

 

編集後記 

 5 月の奄美大島は、日差しが強くまた「あやま

る岬」など海岸端は海風が気持ちよく吹いて思

ったより過ごしやすかったです。大和村のマン

グローブの密集地は展望台から見ると緑深く自

然が豊かだなーと感じました。 

 奄美 RC の歓迎ぶりは前回を上回るほどで多

少なりとも関心を示してくれているようでした。今

後奄美 RCからの訪問を待ちたいと思います。 

                         （ＳＩ） 

 

今後の活動予定 

 

 

 本日 修正 

 5月 13日 4月 25日 4月 22日 

 1101回 100回 1088回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 34  34 

出 席 数 23  19 

欠 席 数 11  15 

例会出席率 67.65% 100% 55.88% 

Ｍ Ｕ 数 3  4 

合計出席数 26  23 

出 席 率 76.47% 100% 64.71% 

お客様スマイル 

井上洋子様…本日はお世話になります。 

個人スマイル 

小畑正勝会員…奄美大島でゴルフを楽しみおまけで新ペリ

アにはまりました。色々お世話様でした。 

スマイル 1  5/13（水）本日はクラブ創立記念日、全会員で

祝いましょう！ 

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・山口光男会員・間室照雄会員・松本

安永会員・蓮江郁夫会員・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・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 

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 

6月 3日

（水） 

第 1104回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月

祝い・結婚月祝い 

6月 10日

（水） 

第 1105回通常例会 

クラブ総会 クラブ協議会 

6月 17日

（水） 

第 1106回通常例会 

クラブ協議会 

6月 24日

（水） 

第 1107回移動例会 

最終例会 

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 



6 / 8 

 

 
 

奄美ロータリークラブ訪問 

 

１． 皆さん、今日は貴クラブの例会に大勢お招

き戴き、ありがとうございます。 

そして、私にお話しする機会を戴き、誠に

有難うございます。 

２． 私は、宮崎、鹿児島を統括する第 2730 地

区ガバナー大淵達郎さんと同期で 2001～

2002 年度に一緒にアナハイムの国際協議

会で学んだ仲です。残念ながら、今年 3 月

25日に 84才でお亡くなりになりました。 

昨年は同期ガバナーの仲間の会「イーグル

会」の旅行で一緒に楽しみました。 

 たまたま埼玉2770地区の私が幹事でした

ので、埼玉県をご案内させて戴きました。 

 大淵ガバナーご夫妻は異口同音に「埼

玉」ってこんなに良い所があるんですねと

言って戴きました。 

３． それでは、私共クラブのある鴻巣という街に

ついてお話致します。 

 昔は、中山道と言って宿場街でした。江

戸から京都まで 2 つの道があり、東海道と

中山道です。東海道は少し短いのですが、

中山道は宿場が 67 宿あって、鴻巣は江戸

から 7 番目の宿場で、京都まで 534ｋｍあり

ました。又、面白いことに家康の鷹狩に参

った時の鴻巣御殿がありました。今は残っ

ておりませんが、江戸城が大火災の時に宮

殿を急遽移したためです。 

鴻巣市には色々歴史的価値のあるところ

がありますが、自慢出来るものが 3 つありま

す。 

1 つはひな人形のふるさと。人形づくりの

職人も多く、製作会社も販売会社も今も数

社ございます。 

2 つ目は花の街、鴻巣で花市場があり、

周辺の農家にはビニールハウスが沢山あり、

いろんな花が育っています。 

3 つ目は、川幅日本一の荒川が流れて

います。川幅はなんと、2,537m もあります。 

荒川は名前のとおり、何時も氾濫していま

したので、川幅を広くとり、遊水地を造った

のです。 

そして、周辺にも見所が沢山あります。 

まず、すぐ隣の行田市には、 

① さきたま古墳群、豪族の墓地が多くあり、

今、私共の仲間、行田市のロータリアン

が懸命に世界遺産登録を目指して運

動しております。 

② 又、すぐ近くに忍城があります。映画に

も出ました「のぼうの城」です。 

豊臣軍、石田三成が水攻めで繰り返し

攻めたが、とうとう落ちることなく当時の

まま未だ残っております。 

４． ところで、夕べは遅くまで皆で親しく飲みく

らべし、そしてカラオケに行き、歌いまくり、

11 時頃帰ったとのことです。そこでの話で

すが、喜入厚さんが次年度ガバナー補佐

の任に当たっているとのことです。 

 私はそこで言いました。今まで奄美 3 クラ

ブから永い年月経ってもガバナーが出てい

ないのだから、何としても補佐終了後 2～3

年以内にガバナーに選出すべきであると。

そして、ガバナーを出した分区（グループ）

及びクラブは必ず活性化され元気なクラブ

に生まれ変わります。それだけではなく、い

ろんな行事があり、地域の活性化にも繋が

ります。少子高齢化で経済が縮小して行く

下り坂の時代に入ります。それを何としても

くい止めるためにも人の集まる行事を多く

つくり、賑やかにすべきです。私共も出来る

ことは応援します。 
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 もう一度申し上げます。皆で頑張ってこの

奄美からガバナーを出しましょう。 

終わりに、皆さん鴻巣に是非大勢で来て

ください。良い所をご案内します。私共クラ

ブも次々年度に創立 25 周年を迎えます。

色々交流を深め、絆を強め、良いところを

学び合ってクラブ強化、地域発展に尽くし

ましょう。 

ご清聴ありがとうございました。 
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2015学年度 R米山記念奨学生入学式 

5月 9日ラフレさいたま 

 

 

 
米山記念奨学生 盧志英さん 

 

 

 

 
 

 


