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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        田邊 聖 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 田邊 聖会員 

お客様紹介 大澤二三夫会長 

RI2770地区次年度 G補佐 大國 博様 

会長挨拶 大澤二三夫会長 

幹事報告 小林玲子幹事 

クラブ協議会 

社会奉仕委員会 寺西修身委員長 

特別委員会(ウォーキング) 柿沼洋一委員 

特別委員会（25周年） 松本安永委員長 

ライラ・青少年育成委員会 石井英男委員長 

会報委員会 井上脩士委員長 

R財団・米山記念奨学委員会 井上脩士委員長 

委員会報告 

RI平和フェロー 津田健三委員 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

出席報告 仁見惠美子副委員長 

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 
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会長挨拶           大澤二三夫 会長 

日本は、現在観光大国を

目指しています。ちょっと前

は、900万人でしたが、去年

は訪日外国人観光客数が

1300 万人を突破して、今年

度は、1500万人を突破する

勢いです。今後も、韓国の MERS の影響で日本

への観光客が増える見込みです。日本は世界で

人気なのですが、外国人観光客数ランキングで

は、実は 26 位なのです。トップのフランスは、年

間 8400万人です。アジアのタイでも 2600万人訪

れています。日本にやってくる外国人観光客の

ほとんどが、中国、韓国、台湾という、周辺国で占

められています。要するに、日本というのはお隣

さんがちょっとした休みに遊びに来る国であって、

我々が、ヨーロッパやオーストラリアやハワイに行

く感覚と違います。ヨーロッパに日本人旅行者は

年間70万人訪れているのに対して、ヨーロッパか

らは十数万人です。ビザの発行要件を緩和して、

現在は、タイからも多く来訪しているので、目標の

2000 万人は達成するでしょう。先進国では観光

業は GDP の 9％を占めているのが普通だそうで

す。日本は 2％程度ですので、まだ７％の伸びし

ろがあります。 

ゴルフの話を少しします。鴻巣在住の佐藤耀

穂（あきほ）さんが現在女子プロの一次予選を通

過して、今日から第二次予選、3 日間が行われて

います。現在ポイントでは13位タイです。ここを通

過すると最終プロテスト（埼玉県のこだまゴルフク

ラブ）で 7 月 28 日から 3 日間行われます。上位

20 位タイまでが合格になります。では、翌年の女

子プロのツアーに出場出来るかと言いますと出ら

れません。スポンサー推薦があれば出られますが、

8月から行われるクォーリファイリングトーナメント、

一般に QT と言われますが、ファースト、セカンド、

サード、それぞれ 3日間、そして、ファイナルだけ

は 4 日間行われます。ファイナルは 12 月開催で

す。それで、上位入賞者だけが翌年のツアートー

ナメントの出場権が得られます。ツアートーナメン

トに出場するのには長い道のりですね。通過して

いただいて、彼女のお父さんには当クラブに入会

して欲しいです。 

幹事報告            小林 玲子 幹事 

① 6 月 12 日（金）パスト会

長会 和風レストランと

き 18:00～行われまし

た。13 名参加（大澤会

長、小林幹事、津田、

宮城、小畑、加藤勉、

寺澤、馬場、松本、加藤文男、井上、石井、

柿沼） 

② 次年度クラブ研修リーダーセミナー 6 月 26

日（金）点鐘：18時 30分 浦和コミュニティセ

ンターパルコ 9 階「第 15 集会所」加藤文男

次年度クラブ研修委員長参加予定 

③ 次年度会員増強維持部門セミナー 6 月 26

日（金）点鐘：午後 2 時 川口キュポ・ラ本館 

4 階フロンディア 次年度会長小林、次年度

会員増強維持松本委員長 2名参加予定  

お客様 

RI第 2770地区次年度ガバナー補佐 

大國 博 様 

 
 次年度ガバナー補佐を仰せつかった大國で

す。一年間よろしくお願いします。 
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クラブ協議会 

社会奉仕委員会        寺西修身 委員長 

活動方針 

井原ガバナー年度の地

区活動方針として「奉仕を

通じて、人づくり、自分づく

り」と地域社会への活動推

進を掲げました。 

地域に密着したロータリー活動を目指すこと推

進していきます。 

活動計画及び実施方法 

1. 平成 27 年度 鴻巣市献血推進協議会に

年 2回の献血例会を実施する。 

平成 27年 11月 25日（水）  

10：00～11：30  13：00～15：30 

平成 28年 03月 23日（水）  

10：00～11：30  13：00～15：30 

2. 地区補助金を活用して「鴻巣こうのとりを

育む会」の活動に協力する。 

3. 地域清掃事業として、鴻巣クリーン運動に

参加する。 

4. ふれあい広場等の参加、男女共同参画推

進への参画。 

5. 上谷運動公園の植樹の手入れを年２回実

施（春・秋）する。 

6. ふれあい鴻巣ウォーキングでのチャリティ

ボックスの設置。 

7. ペットボトルキャップ回収キャンペーン年２

回（11月‣3月）の実施。 

8. 認知症サポートの参画とアイバンク登録の

積極的参加を図る。 

特別委員会（ふれあい鴻巣ウォーキング） 

 柿沼洋一 委員 

活動方針 

 魅力あふれたウオーキング

大会にするために、自分が

企画する楽しい大会はどん

なものかを考え活動をしてい

きたい。 

活動計画及び実施方法 

1. 鴻巣市レクリエーション協会と協力し、CM

に力を注ぎ参加者の拡大を目指す PRをす

る。  

2. 関係諸団体の事業に対する参加協力の実

施とウオーキング大会参加依頼。  

3. 全体事業として、各会員の活躍する機会を

作る。 

特別委員会（25周年）     松本安永 委員長 

活動方針 

次年度クラブ創立25周年

を迎えるにあたり、記念事業

の骨子案を確定する。 

活動計画及び実施方法 

当該年度会長をはじめ実

行委員で以下の詳細を詰めていく。 

1. 事業テーマ 

2. 記念講演 

3. 記念寄付事業 

4. 記念パーティ 

5. 開催日程 

6. 開催場所 

7. 予算 

ライラ・青少年育成委員会  石井英男 委員長 

活動方針  

 ライラ（RYLA）では、ロータ

リー活動を通してライラ世代

の健全な育成を支援する。

昨今では少子化の中で将

来に夢実現のもてる青少年

のリーダー養成をする。 

 青少年育成では、地域の中学校、高校の職場

体験プログラムに応じられる体制を整える。又青

少年健全育成に力をいれる。 

活動計画及び実施方法 

1. ライラはロータリー全会員に知らせ、活動へ

の参加を積極的に呼びかける。 

2. 研修におけるプログラムの実行により青少年
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が規律ある集団生活体験ができるよう支援す

る。 

3. 中学生及び高校生に対する職場体験プログ

ラムを作成し多くの会員企業に受け入れ参

加つのる。 

4. 市青少年健全育成市民会議を通して青少年

非行防止パトロールに協力し参加する。 

会報委員会           井上脩士 委員長 

1. 会員の協力を得て、原

稿の提出はデジタル送

信を基本にしてもらう。 

2. 会報の発行は、翌週発

行を基本とする。 

3. パソコン教室（基本的

な）を開催して、原稿の速やかな提出を促

す。 

4. 会報には全会員の顔が掲載されるよう配

慮します。  

R財団委員会          井上脩士 委員長 

1. 年次寄付 200 ドル×会員数 

ポリオプラス寄付 50 ドル×会員数 

計 250 ドル×会員数  

ベネファクター 1名（1,000 ドル）   

2. 年次寄付のうち 100 ドルは会費より寄付致

します。 

3. 会員には全員 50 ドルの寄付金を募りま

す。 

4. 地区へ卓話者を依頼し、R 財団への理解

を会員すべてに得たいと思う。    

米山記念奨学委員会     井上脩士 委員長 

1. 中国からの留学生（埼玉大学）“盧 志英

（ロ シエイ）”さんをクラブをあげて支援し

て行きます。 

2. クラブ会員一人当たり 25,000 円目標の米

山記念奨学寄付金は 10,000 円×34 名分

を会費より寄付します。 

3. 残りの目標額はロータリアンの皆様にひろ

くお願いして 100％を達成したいと考えて

おります。  

委員会報告 

RI ロータリー平和センター基金 津田健三 会員 

皆さんの前でどうしても御

礼を言わなければと思い、こ

こに立たせてもらいました。

小畑さんが大口寄付（メジャ

ードナー）1 万ドルをロータリ

ー平和センターに寄付してく

ださいました。 

私は 6 月 13 日（土）ICU（国際基督大学）に招

かれ、12期生（10名）の卒業祝いの挨拶をして来

ました。 

尊い学び（研修）世界平和のための修士課程

2 年間、本当にありがとうございます。どうぞ卒業

してから争いのない、そして貧困のない世界のた

めに励んでください。私は皆さんの経費を賄うた

めの資金集めをしています。2017 年 6 月迄に 1

億 5,000万ドル集め、その投資収益で 100名のフ

ェローの経費に充てます。そのため、年 4 回の電

話会議、ＲＩ本部での会議に出席し、私の目標を

提示し頑張っております。意義ある尊い仕事です。

みんなで頑張りましょう。 

親睦・家族委員会        加藤 勉 委員長 

 大澤年度も来週24日最終

例会になります。親睦・家族

委員会では、ゴルフコンペ

を開催します。4 組 16 名の

参加をいただきました。予報

では当日曇りの予報ですが

雨が降らないことを願ってい

ます。 
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出席報告        仁見惠美子 副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告         井上脩士 副 SAA 

 

 

前回までの合計 739,976 円
本 日 の 合 計 22,500 円
次回繰越金合計 762,476 円  

 

 

 

編集後記 

 朝日新聞 1面、哲学者鷲田清一さんの「折々の

ことば」。美術家のやなぎみわさんのことば「自分

の経験から学ばねばなりません。しかしそれだけ

では小さすぎる。」  

いろいろな人々の言葉を取り上げてそこから思

索をめぐらせる。                 （SI） 

 

 

 

 

 本日 修正 

 6月 17日 6月 10日 6月 3日 

 1106回 1105回 1104回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 34 34 34 

出 席 数 22 20 22 

欠 席 数 12 14 12 

例会出席率 64.71% 58.82% 64.71% 

Ｍ Ｕ 数 6 6 6 

合計出席数 28 26 28 

出 席 率 82.35% 76.47% 82.35% 

お客様スマイル 

大國 博様…メーキャップに来ました。よろしくお願いしま

す。 

スマイル 1  6/24（水）大澤年度最終例会、多くの会員で盛り

上げましょう！ 

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・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・小林玲子

会員・宮坂良介会員・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・竹内幾也会員 
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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 


