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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      松本安永 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 松本安永会員 

会長挨拶 大澤二三夫会長 

幹事報告 小林玲子幹事 

クラブ総会 大澤二三夫会長  
クラブ協議会 小林玲子次年度会長 

出席報告 松本安永委員長 

スマイル報告 馬場知行副 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 1105回例会 2015年 6月 10日 

日 
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会長挨拶           大澤二三夫 会長 

 最近、地震とか火山の噴火

等で日本列島がどのような状

況であるのでしょうか？先日の

地震で鴻巣が震度 5弱と報道

され、私の友人関係から連絡

を多く戴きました。テレビ報道

の反響の凄さを感じました。今

後、又、地震で鴻巣の地名が出てくると、不動産

価格に変動がなければ良いですね。新聞報道等

で、年金基金加入者の 125万件に及ぶ情報の流

出があり、そのタイミングでマイナンバー制度の

発表があり、どんなに説明を受けても、情報の流

出を疑ってしまいます。 

さて今日は、クラブ総会で我々クラブの法律と

言いますか、決まり事を、審議していただきます。

今後のクラブ運営に関わることですので、宜しく

お願い致します。 

幹事報告             小林玲子 幹事 

 6 月 12 日金曜日に、パスト

会長会が和風レストランときさ

んで 6時より行われます。よろ

しくお願いいたします。 

 

 

クラブ総会           大澤二三夫 会長 

 クラブ細則改正について大

澤二三夫会長より趣旨と内容

について説明があり、賛成多

数で可決されました。 

 

 

クラブ協議会  （役職は 2015-16年度） 

坂口正城 幹事 

2015-16 年度  小林会長

年度の幹事を引き受けること

になりました。小林会長年度

のクラブテーマは「クラブを引

き継ぎ、人を繋げよう」を掲げ

ました。会長方針を受け止め、

各部門とのきめ細かいコミュニケーションをとり、

なごやかな委員会活動がひとの繋がりになるよう

に。又、会員ご家族皆様の親睦や奉仕活動を進

められるように努力致します。パスト会長皆様に

は気が付かれたことのアドバイスご指導、よろしく

お願い致します。皆様のご協力よろしくお願い致

します。 

松本安永 SAA 

本年度会長のクラブテー

マは、「クラブをひき継ぎ、

ひとを繋げよう」を掲げて

おります。会長方針に従い、

厳粛かつ充実した例会場づ

くりを実施して参ります。 

1. 例会 3分前の握手会

は、継続致します。 

2. 会長・幹事及び各委員会、委員長との例会

前の打ち合わせに参加し、充実した内容に

なるよう会場監督を致します。 

小畑正勝 クラブ戦略委員長 

小林玲子会長年度にクラブ戦

略計画委員会が新たな委員

会として発足しました。 

このクラブ戦略は 2006～

2007年度、第 2770地区が推

奨したCLP委員会(クラブリ－

ダーシッププラン・良いクラブ

を作ろう)の延長線上にあるとの思いです。クラブ

戦略委員会では、計画を進めるために仕組みと

手法を伴い理解してもらいます。 
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田邊 聖 管理運営部門長 

 出席率の向上をはかり、90

パーセントの出席率を目標と

いたします。出席率の低い会

員に配慮したプログラムを企

画し、親睦・家族委員会委員

会とも連携した MU 事業の充

実を図ります。新設されたクラ

ブ研修委員化においては、新入会員を中心に研

修を実施してまいります。 

宮城 仁 プログラム出席委員長 

新しい試みとして夜間例会

を計画しています。昼の例会

にはない楽しみと遊び心があ

ってもよいのではないかと思

っています。新たな試みには

不安もありますが、まずは実

験することが大切です。7月よ

り 3 回の例会を実験的に行い、問題があれば見

直します。皆様のご協力をお願いたします。 

馬場知行 親睦・家族委員長 

鴻巣水曜ロータリークラブ

が設立されてから四半世紀

（25年）を迎えるにあたり、クラ

ブがよりいっそう活性化され、

また継続された発展が望める

ような運営が求めています。

そのために会員及び家族の

親睦の輪を広げてクラブ運営に繋げていけるよう

な活動を目指します。 

1. 親睦旅行の実施 8月 8日（土）～10日（月）

五所川原「立佞武多祭り」見学・奥入瀬渓

流等の観光地巡りの旅 

2. 県内及び近県の小旅行の実施  

3. 親睦ゴルフ（木曜ゴルフ会との協力）・ボ

ーリングなどの実施 

4. 炉辺会合移動例会への積極的な協力（新

入会員歓迎会・花火大会など） 

その他家族も気楽に参加できる行事の実施 

加藤文男 クラブ研修委員長 

研修での知識が、ロータリ

ークラブ活動を行う基盤のひ

とつとなればと考えます。 

 

 

 

大澤二三夫 広報・会員増強部門長 

広報・雑誌 委員長 

部門方針 地区活動方針により広報マンとして対

内、対外広報をクラブ内、クラブ外に発信する。 

広報委員会の活動方針は、対内広報では、ホー

ムページを更新し、クラブ情

報の交流を円滑に進める、対

外広報では、ロータリーの奉

仕活動を伝え、公共イメージ

と認知度アップする。活動計

画及び実施方法 1.クラブホ

ームページの更新。2.ロータ

リー情報の購読。3.会員に国際ロータリーHP、

My Rotary への登録要請。4.当クラブの活動を

マスコミ等利用して広報する。 

松本安永 会員選考・増強・維持委員長 

会員増強はクラブ活性の原

点です。価値ある奉仕活動を

通じて会員自身の満足度を高

め、仲間作りと体制強化に努

めるよう企画する。 
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柿沼洋一 奉仕プロジェクト部門長 

奉仕活動を通じて、自分づく

り・人づくり・組織づくりを実践し

て、小林会長の方針にも謳わ

れている「みんなに公平で好

意と友情を深める」ことを活動

の方針とする。また、このことの

結果として、K.R.ラビンドラン RI会長の“Be a gift 

to the world”「世界へのプレゼントになろう」という

テーマの実現の一翼の一部をクラブとして担いま

す。 

間室照雄 国際奉仕委員長 

「奉仕の理念で結ばれた職

業人が、世界的ネットワークを

通じて、国際理解、親善、平和

を推進すること」というロータリ

ーの目的に向けて、第 2770 地

区の枠を超えて国内外に仲間

を作り、相互理解と奉仕の実践

を通じて人道的援助と親睦の輪を広め、国際平

和に貢献します。 

成田志津子 職業奉仕委員長 

ロータリーは奉仕の精神と言わ

れるように、地域において奉仕

の心を大切に職業奉仕の活性

を図って参ります。委員長成

田・副委員長細野会員・委員伊

丹会員以上 3 名で担当させて

頂きます。地区「職業奉仕セミ

ナー」への参加、職業体験事業への協力等会員

の皆様にご協力を頂きながら進めて参ります。ど

うぞ宜しくお願い致します。 

5 月 31 日実施されましたロータリーの杜除草

作業ご協力の御礼過日実施の除草作業及び新

会員植樹に暑い日差しの中ご参加頂きまして、

誠に有難う御座いました。当日は16名の会員と8

名の旭科学さんのご助力を頂きまして総勢 24名

にて無事終了致しましたこと御礼ともどもご報告

させて頂きます。 

出席報告           松本安永 委員長 

 

 

 本日 修正 

 6月 10日 6月 3日  

 1105回 1104回  

 通常例会 通常例会  

会 員 数 34 34  

出 席 数 20 22  

欠 席 数 14 12  

例会出席率 58.82% 64.71%  

Ｍ Ｕ 数 6 6  

合計出席数 26 28  

出 席 率 76.47% 82.35%  
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スマイル報告         馬場知行 副 SAA 

 

前回までの合計 719,976 円

本 日 の 合 計 20,000 円

次回繰越金合計 739,976 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 クラブ総会にクラブ協議会と本日の例会は少し

ばかりかたぐるしい内容でした。大澤年度も残す

ところ最終例会を含めあと 2回です。次年度に向

けての中身の濃いプログラムでした。 

次年度の例会では夜間例会を行う予定だとか。

新しい試みで個人的には期待が膨らむばかりで

す。夜間例会というとあの飲み物で乾杯ということ

になるのでしょうか。くれぐれも飲みすぎに注意。

（K.T） 

 

個人スマイル 

間室照雄会員…梅酒と梅干おすそわけします。 

スマイル 1  クラブ総会、次年度クラブ協議会よろしくお願い

いたします。 

津田健三会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・寺澤銀三会

員・井田喜代志会員・馬場知行会員・松本安永会員・加藤

文男会員・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・成田志津子会員・細野潤一会員・木下純一会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

会長新年度方針発表 

7月 8日 

（水） 

第 1109回通常例会 

クラブフォーラム 

7月 15日 

（水） 

第 1110回移動例会 

夜間例会 クラブフォーラム 

7月 22日

（水） 

第 1111回通常例会 

外来卓話 

地区職業奉仕委員長 

7月 29日

（水） 
休会 

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 


