
1 / 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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   

田邊 聖 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 田邊 聖会員 

お客様紹介 大澤二三夫会長 

RI2770地区第 5Gガバナー補佐 小高正之様 

      ガバナー補佐幹事 堀口勝男様 

会員誕生月祝い  寺澤銀三会員 間室照雄会員   

結婚月祝い 小畑正勝会員  

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 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

特別委員会 間室照雄委員長 

親睦・家族委員会(次年度) 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 1104回例会 2015年 6月 3日 

日 
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会長挨拶           大澤二三夫 会長 

6 月から、改正道路交

通法で、自転車の交通ル

ールが変わりました。普段、

皆さん、自転車に乗られ

ていますか？どちらかと言

うと、運転席から自転車を

見ていると思います。自転車は車と同じ左側通

行ですが、車に向かってくる自転車には気を使

いますよね。見通し悪い交差点で、突然、自転

車が飛び出して、ヒヤッと経験は、皆感じたことが

あるのではないでしょうか？スマホをしながら、音

楽を聴きながら、従来では考えられなかった状況

が生まれ、ドライバーから見ても危険が増えまし

た。14 歳以上が対象だそうですが、自転車の事

故が絶えないのでしょうね。自転車の保険の加

入率は二十数パーセントだそうです。車と同じ、

保険の義務化を図るべきですね。 

私の業界建築業界も、地震の度、そして、環

境問題で、建築基準法が変わります。環境問題

では、シックハウス問題で、環境に良い材料に変

わり、昔、不燃材料として使われていたアスベスト

も、建物を解体する際は、労働基準監督署への

届け入れが必要となっています。皆さんの業界

でも、昔使えた物が、今は使えないことがあると

思います。我々の業界だけでしょうか？何故か、

法律が変わると天下り機関が出来ます。 

自転車の法整備が進み、事故がなくなるのは

良いことですが、我々の税金がどんどん使われ

て、国の負債が増える事には、懸念を抱きます。 

さて、昨日、九州地方が入梅しました。私も残

すところ、一ヶ月になりました。最終例会のゴルフ

だけは、雨なしで行いたいと思います。大丈夫で

す。私、晴れ男ですから（笑）それでは、後 3 回

の会長挨拶をお楽しみに！ 

 

 

 

 

幹事報告          小林玲子 幹事 

① 6月 1日（月）第 9回

会長・幹事会（現次

合同）東武バンケット

ホール上尾開催  4

名参加（津田パスト

ガバナー、大澤会長、

小林次年度会長、坂口次年度幹事、） 

② 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    

寺澤銀三 会員 

 
 1 日に 80 歳になりました。今日は有難うござい

ます。これからも元気に畑作業をしながら楽しい

人生を送ります。 

間室照雄 会員 

 

 12 日で 66 歳になります。毎日ニワトリと共に生

活しています。私も身の回りの整理をしなければ

ならないと思っています。 
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結婚月祝い 

小畑正勝 会員 

 

今年も皆様に誕生日と結婚月の祝いをしてい

ただきうれしく思っております、早いもので世帯を

持ち 24 年になろうとしています。夫婦共々健康

に気をつけ毎日を過ごしております。今年も常光

納涼まつり の季節になりました、開催日 7月 25

日 土曜 14 時 30 分始まりです。この祭りは子

供・働き手・お年寄りとそれぞれの立場で参加し

て頂き、交流と親睦を目的として感動を得てもら

う祭りです。今年もご支援とご協賛宜しくお願い

申し上げます。 

乾杯                馬場知行 会員 

 

皆さん！おめでとうございます。 

委員会報告  

親睦・家族委員会        加藤 勉 委員長 

 6月 24日（水）吉見 GC

にて、最終例会ゴルフコ

ンペを行います。8 時集

合、8：31東コース・スター

トです。会費 3,000円、プ

レー費食事付 

8,700円、4組 16名の参加をいただきました。 

親睦・家族委員長（次年度） 馬場知行 委員長 

 8/8（土）～10 日（月）の

日程で、行先は青森県

五所川原市の「立佞武

多」の見学と十三湖及び

奥入瀬や十和田湖・八甲

田など観光地を巡ります。

夏休みに入っているので奥様・子供さん・孫さん

の参加もどうぞお願いします。 

広報・雑誌委員会       石井英男 委員長 

RI 会長（G.CK.ホア

ン）、偉大な輝き「ロータ

リーの輝きを」の実践に

感謝と会長を務める年

度のテーマを選んでい

た際「ただ座って暗闇を

呪うよりもロウソクを灯した方がいい」という中国の

孔子の言葉にひらめきを感じましたと。 

11P では RI の承認を受けている現在 64 の親

睦活動グループが有ります。RI のウエブサイトか

らリンクし興味がある分野を訪れてみて下さい。

アマチュア無線からワイン、ヨットまで親睦があり

ますので、皆様の中で好きな又興味がありました

らチョイスしてみてください。40P では、2015 年 3

月末現在、日本のロータリー会員数は 88,570名

でクラブ数 2,277 クラブになっています。 

今年度 6 月で広報・雑誌委員長として最終に

なります。お世話になりました。 

津田工業 50周年を祝い会 

津田健三 会員 

私的な事ですが、当社が

来る 9月 16日（水）「創立 50

周年記念式典」を開催しま

す。皆さんにご案内を差し

上げますので是非ご出席賜

りたくご案内致します。楽し

い会としたく考えています。よろしくお願いしま

す。 
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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 690,976 円
本 日 の 合 計 29,000 円
次回繰越金合計 719,976 円  

 

 

 

編集後記 

  火山活動の活発化が心配されています。鹿

児島育ちの私、真夏に桜島が爆発すると夏風に

乗って鹿児島市内に大量の火山灰が降り一時

空が真っ暗となりその後雨粒のような灰（へー）が

降ってくる。口永良部島の噴火、火砕流は島民

にとって恐ろしい風景だったでしょう。早期の帰

島が実現しますように！            （SI） 

 本日 修正 

 6月 3日 5月 27日 5月 20日 

 1104回 1103回 1102回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 34 34 34 

出 席 数 22 20 23 

欠 席 数 12 14 11 

例会出席率 64.71% 58.82% 67.65% 

Ｍ Ｕ 数 6 3 4 

合計出席数 28 23 27 

出 席 率 82.35% 67.65% 79.41% 

お客様スマイル 

小高正之様…一年間、大変ご協力ありがとうございました。心

より感謝申し上げます。 

堀口勝男様…本年、皆様のおかげで無事新年度を迎えられ

そうです。誠にありがとうございました。 

個人スマイル 

馬場知行会員…久しぶりの例会参加です。 

間室照雄会員…家内と娘四人の記事が載ることになりまし

た。 

木下純一会員…植樹、有難うございました。 

スマイル 1  小高G補佐・堀口G補佐幹事、一年間ご苦労様

でした！ 

小林忠司会員・小林忠司会員・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・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・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 
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花チャリティー       間室照雄 会員 

 本日の花は、ダリヤ、球

根植物ですので毎年楽し

めます。戸外の日当たりの

良い所に置いて下さい。ダ

リヤの名前は人の名前で

す。植物学者のリンネとい

うひとの助手だったダリへの感謝の気持ちから

“ダリア”と名付けられた。 

 ふるさとの杜除草作業、会員 16 名旭科学従業

員様 8名、合計 24名でした。枯れ株の植え替え

4 本、竹内会員・木下会員の記念植樹合計 6 本

植えました。多くの木が順調に育っています。 

 

 

 

 

ふるさとの杜除草作業 

5月 31日（日） 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

７月 1日 

（水） 

第 1108回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月

祝い・結婚月祝い 

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 


