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“Be a gift to the world” 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

 

四つのテスト唱和        柿沼洋一 会員 

 

例会プログラム 

司会 松本安永 SAA  

点鐘 

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 柿沼洋一会員 

お客様紹介 小林玲子会長 

会長挨拶 小林玲子会長 

幹事報告 坂口正城幹事 

挨拶 
鴻巣市商工会青年部 加藤文夫様 

大橋 誠様 

委員会報告 

特別委員会 山口光男委員長 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

地区職業奉仕委員会 寺澤銀三委員 

社会奉仕委員会 成田志津子委員長 

国際奉仕委員会 寺西修身委員長 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 田邊 聖副 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 

  

 「世界へのプレゼントになろう」 

“Be a gift to the world” 
 

第 1108回例会 2015年 7月 1日 

日 
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会長挨拶             小林玲子 会長 

皆様ごきげんよう。 

私は、高校卒業後、新宿

の文化服装学園に 3年間通

いました。その時に先生が

「ごきげんよう」と言っていた

のを思い出し、これから一年

間、会長挨拶の前に使いたいと思います。 

今朝テレビでサマータイムの話を聞きました。

私も一時間早起きして用事を早く済ませたいと思

います。 

今年度、鴻巣水曜ロータリークラブは 24 周年

を迎え、次年度は節目となる25周年を迎えます。

大澤年度を引き継ぎ、また先輩会員の築かれた

地域社会の奉仕活動等の伝統を引き継ぎ、それ

らの活動を通して育まれた人と人との交流、繋が

りの輪を柿沼次年度会長にタスキ渡しをしていけ

ればと願っています。 

さて 6月 26日（金）会員増強部門セミナーに松

本増強委員長と出席して参りました。浦和駅で京

浜東北線に乗り換えしたら井原ガバナーが乗っ

ていらっしゃいました。おなじ車両に居ると思うと

親近感を勝手にもちました。 

今回の会員増強部門セミナーでは 20 のグル

ープに分かれ、セッション形式で行われ、私たち

10 グループでは近藤第７G ガバナー補佐がアド

バイザー、私がセッションﾘｰﾀﾞｰになっていてどう

しようかと凄く緊張していました。近藤様には上尾

北 RCへ「第 22回ふれあい鴻巣ウォーキング」の

キャラバンに出向いたとき、「津田さん、小畑さん

はお元気ですか」とお声掛けして頂いて、また今

回もお声掛け頂いたので、ほっとしました。たくさ

ん意見が出て目標は高くもっていきたいと思うよう

になりました。スローガンは 25 周年に向けて 40

名目標「チャレンジ2540」次年度25周年を迎える

にあたり会員の皆様、ご協力よろしくお願い致し

ます。 

 

 

幹事報告             坂口正城 幹事 

① 2015 年 7 月のロータリ

ーレートは、1 ドル＝ 

124円 

② 6月 1日（月） 第 5G新

旧会長幹事会・懇話会

合同会議開催 

出席者：津田 P ガバナー、大澤会長、小林

新会長、坂口新幹事 

③ 6 月 17 日（水） こうのす男女共同のつどい

実行委員会開催 

出席者：成田会員 

④ 6月 26日（金） 地区会員増強部門セミナー

開催 

出席者：小林会長、松本会員増強委員長 

⑤ 6月 26日（金） 地区クラブ研修リーダーセミ

ナー     

出席者：加藤文男クラブ研修委員長 

⑥ 7 月 11 日（金） 地区事務局研修会開催   

欠席 

⑦ 7月 18日（土） 地区ロータリー財団セミナー

開催  

出席予定者：小林会長 

⑧ 7月 19日（日） 地区米山記念奨学部門セミ

ナー開催 

出席予定者：小林会長、山口カウンセラー   

⑨ 7月 24日（金）第 46回彩の国さいたま「愛の

献血助け合いの集い」 

出席予定者：寺西社会奉仕委員長 

⑩ 7 月 25（土） 地区青少年奉仕部門セミナー

開催  

出席者予定：小林会長 石井 RYLA委員長 

⑪ 7月 26日（日） 地区広報部門セミナー開催 

出席予定者：小林会長、大澤広報委員長 

⑫ 8月1日 地区奉仕プロジェクト部門セミナー

開催 

出席予定者：会長、会長エレクト、職業奉仕

委員長、社会奉仕委員長、国際奉仕委員長 

⑬ 8 月 9 日（日） 地区管理運営部門セミナー
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開催              

出席予定者：田邊管理運営委員長 

挨拶 

鴻巣市商工会青年部       加藤文夫 様 

大橋 誠  様 

 

昨年は皆様のご協力のおかげをもちまして、ギ

ネス世界記録達成、内閣総理大臣表彰を頂くこ

とが出来ました。今大会も引き続き 4尺継承という

テーマの元、鴻巣市の活性化の為メンバー一同

鋭意準備をしております。今度とも変わらぬご支

援の程よろしくお願い申し上げます。 

新入会員挨拶        青木日出光 会員 

 
 新入会員として、新年度第 1回の例会に参加

できたことを喜んでおります。一年間積極的に活

動したいと思います。宜しくお願い致します。 

RI大口寄附お礼      小畑正勝 会員 

 

会員誕生月祝い       小林玲子 会長 

 

昭和 27 年生まれ。7 月 2 日なので、いつも 1

番です。昨年 90 才で亡くなった母が誕生日にい

つも言っていた事をお話します。父は駐在所勤

務でした。誕生日の朝、玄関を掃除していて足は

象のように太くなってしまって足を上げるのもやっ

と。たまたま助産師さんが訪ねて来て、今日中に

出産しないと母子共に危ないので吸引で生まれ

たと。食べ物もない時代であまり食べてなくて早

産、赤ちゃんはシワシワ、頭は急須の大きさ、足

は父の親指位で 5 本の指がついていたと。もうだ

めと思っていたけれど暑い夏だったせいか育っ

たと。自然に感謝です。命を授けてくれた両親に

感謝です。 

井上脩士 会員 

 

 昭和 27年 7月 13日、奄美大島・名瀬市に生ま

れました。当時まだ米軍支配下で 28年に本土復

帰を果たします。当時、父が“森永アイスキャンデ

ィー屋”を営んでいました。しかし、祖父が虫垂炎

からの腹膜炎で死亡、その後母も失います。失

意の中、34年鹿児島へ引っ越すこととなります。 

今月で 63歳になります。今後は、1年 1年感謝

しながら奉仕活動を続けます。 
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奥様誕生月祝い       松本安永 会員 

 

当店は水曜日が定休日ですが、今朝もメール

で修理依頼が入っていました。昨年 7月 5日に販

売したハイアールの冷蔵庫の冷えが悪いという内

容でした。ぎりぎり保証中ということもあり、急ぎの

対応が必要なので、家内に委ねてこの場に出て

きました。 

ロータリーの活動が出来ているのも家内のおか

げと感謝しております。 

山口光男 会員 

 

今は、声楽家の応援や、自分が歌を楽しむ生

活を送っています。また、3 歳と 6 歳（男子）の孫

が来るのを楽しみにしていますが、来ると結構疲

れます。本日は、お祝いをいただきありがとうござ

いました。 

結婚月祝い           蓮江郁夫 会員 

 

 結婚して 5年になります。7月 7日（タナバタ）に

結婚しました。今の所安定した生活が出来ていて

お腹が出て困っています。3才の娘がいます。娘

が大人になった頃、日本がどうなっているか心配

です。私は出来るだけ長生きする努力をしたいと

思っています。 

乾杯                寺澤銀三 会員 

 

皆さん、おめでとうございます！ 

委員会報告 

R財団・米山記念奨学部門  井上脩士 部門長 

 小林年度が始まったば

かりですが、財団・米山と

お金をどう集めようかと悩

んでいます。なんと、加藤

勉会員よりいきなり今日

“1000 ドル”の寄附（ベネ

ファクター）を頂きました。誠にありがとうございま

す。幸先良いスタートとなりました。皆さまもこれに

ならいまして、自主的に寄付をお願いします。 

地区セミナー報告 

会員増強・維持委員会    松本安永 委員長 

6月 26日川口駅前市民

ホールフレンディアにおい

て今年度最初の地区セミ

ナーがあり、会長と二人で

出席しました。 

基調スピーチは担当諮

問委員の田中德兵衛パストガバナーでした。そ

の中で田中作治パスト RI 会長の教えということで、
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「高い目標をあえて持つこと」と、「自分が入ってよ

かったから誘うことが出来る」という言葉がありまし

た。 

地区の会員数の推移では、5 年前から見ても

会員数は増加傾向になってきているが、クラブ数

は減ってきている。増強維持に成功しているクラ

ブとなくなっていくクラブと二極分化傾向が出て

います。 

グループ分けのセッションでは、会員数の順で

20 グループに分けられ、当クラブ(34 名)は草加

松原 RC(33名)、吉川 RC(33名)との 3 クラブのグ

ループで、アドバイザーは第 7グループガバナー

補佐の近藤敬男（蓮田RC）でした。宿題になって

いたセッションの課題は、クラブの増強スローガ

ン、自クラブの取り組みまたは予定、なぜ増強が

必要なのか、どんな人を入れたいか、入会しない

理由、なぜ退会するのか。 

小林会長がセッションリーダーとなって進めま

したが、当クラブとして提出した資料は皆さまに配

布いたしました。クラブの増強スローガンを創立

25 周年に向かって 40 名の会員目標、「チャレン

ジ２５４０」としました。よろしくお願いいたします。 

木曜ゴルフ会            加藤 勉 幹事 

 第 18回木曜会ゴルフコ

ンペを 7月 15日（水）開

催します。大麻生ゴルフ

場です。現在 8名の参加

を頂いておりますが多数

の参加をお願いします。 

尚、第 19 回大会は軽井沢で計画しようと思っ

ております。8名以上の参加があれば決定致しま

す。それ以下の場合は近くで希望者だけでやり

たいと思います。 

出席報告            宮城 仁 委員長 

 

 本日 修正 

 7月 1日 月日 月日 

 1108回 回 回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 32   

出 席 数 23   

欠 席 数 4   

例会出席率 72% % % 

Ｍ Ｕ 数 4   

合計出席数 27   

出 席 率 86% % % 

スマイル報告         田邊 聖 副 SAA 

  

個人スマイル 

宮城 仁会員…一年間プログラム・出席宜しくお願い致し

ます。 

間室照雄会員…青木会員入会歓迎いたします。 

木下純一会員…小林会長、一年間よろしくお願いします。 

青木日出光…新任です。宜しくお願い致します。 

スマイル 1  小林会長新年度のスタートです。一年間スター

ト時の気持ちを忘れず仲良く活動しましょう！ 

小林忠司会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会

員・山口光男会員・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・

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・石川

和枝会員 

前回までの合計 0 円
本 日 の 合 計 24,050 円
次回繰越金合計 24,050 円  
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花チャリティー           間室照雄 会員

カリブラコア（ナス科） 

 
 

 ペチュニアの仲間です。ペチュニアよりも小輪

の花がたくさん咲き、ペチュニアよりも夏の暑さに

強く、ペチュニアよりも冬の寒さに強いのが特徴

です。花が二ヶ月以上咲き続けますが 8月と 2月

頃一時花が咲きません。その頃思い切って刈り

込んでコンパクトに整えます。肥料は毎週 1 回。

日当たりの良い所において下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 なでしこジャパン、残念ながら準優勝。しかし、

あの戦力でよくぞ戦い私たちに勇気を与えてくれ

ました。男子のA代表、彼女たちのファイトを見習

って戦ってほしい。今月から始まる、大相撲の日

本代表の奮起ものぞむ！           （ＳＩ） 

 

 

 

 

今後の活動予定 

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 

8月 5日

（水） 

第 1112回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月

祝い・結婚月祝い 

8月 12日

（水） 
法定休会 

 

 

 

 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士    副委員長  田邊 聖 

委 員  石川和枝  成田志津子  細野潤一 


