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“Be a gift to the world” 

 

 

 

 

 

 

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        間室照雄 会員 

 

 

例会プログラム 

司会 松本安永 SAA  

点鐘 

ロータリーソング斉唱(奉仕の理想) 

四つのテスト 間室照雄会員 

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 

埼玉ゆずロータリークラブ 会長上岡悦子様 

 幹事星野加代子様 

鴻巣市役所商工観光課 生川由美様 

鴻巣市観光協会 栗原俊也様 
米山奨学生 盧 志英様 

新入会員 宮内たけし会員 

私の履歴書 松本安永会員 

委員会報告 

R財団・米山記念奨学部門 井上脩士部門長 

職業奉仕委員会 成田志津子委員長 

会員選考・増強・維持委員会 松本安永委員長 

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 1114回例会 2015年 8月 20日 

日 
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会長挨拶             小林玲子 会長 

8月 8日（土）～10日（月）2

泊3日の親睦旅行、鰺ヶ沢温

泉・奥入瀬渓流 五所川原

立佞武多祭りも天候に恵ま

れ、無事終える事ができ、会

員皆様また奥様方のお蔭と

感謝致します。 

 8月 17日（月）坂口幹事と市長表敬訪問に行っ

てきました。年度計画書をお渡ししまたら、質問を

交えながら、なごやかな時間が流れました。特に

会員名簿は丁寧に目を通されておりました。 

また本年度の地区補助金事業、「鴻巣こうのと

りを育む会」へ物置設置贈呈にあたっての説明し

たところ、大変喜んで頂きました。 

 それから、親睦旅行「五所川原立佞武多祭り」

の写真を見て頂きました。 

 

幹事報告             坂口正城 幹事 

① 8月 9日（日） 地区管理

運営部門セミナー開催 

出席：大澤会員  

② 8 月 10 日（月） 一般社

団法人鴻巣北本青年会

議所 2015年度 8月度

例会（創立 40周年記念講演会） 出席：坂口

幹事 

③ 8 月 11 日（火） R 財団・米山記念奨学委員

会開催 PM7:00～ 柳家 

参加者 7 名：（小林会長、坂口幹事、柿沼会

長エレクト、井上部門長、山川委員、馬場知

範委員、山口委員） 

④ 8月 12日（水）ふるさとの杜除草作業AM6:30

～ 参加者 7 名：（小林会長、小畑会員、加

藤勉会員、間室会員、松本会員、井上会員、

青木会員） 

⑤ 8 月 17 日（月） 市長表敬訪問 小林会長、

坂口幹事 市役所 AM9:30～ 

⑥ 8 月 21 日（金） 第 2 回会長・幹事会 上尾 

恵比寿亭 PM18：00～ 

⑦ 9月 12日（土） 地区ロータリー・リーダーシッ

プ研究会（RLI）パートⅠのご案内  市民会

館おおみや受付 9：30 開会 10：00 終了

16：30（予定） 

⑧ 10 月 19 日（月） 地区大会ポリオ撲滅チャリ

ティーゴルフコンペのご案内 プレステージ

カントリークラブ 募集 4 名 出席予定 4 名 

津田会員、松本会員、大澤会員、柿沼会員 

⑨ 10月 22日（木）鴻巣市民ゴルフ大会 16名参

加予定 

⑩ RI.D3800地区 フィリピン国際奉仕 PJ視察・

体験ツアー申し込み 9月 20日～3泊 4日。

寺西会員が参加予定 

米山奨学金授与        盧 志英 様 

 

 皆さまこんばんは、盧 志英です。今、就職活

動をしています。決まれば毎回例会に出席でき

ます。今日は有難うございます。 
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お客様  

鴻巣市役所商工観光課 生川由美 様 

鴻巣市合併１０周年記念 

中山道鴻巣宿鴻巣御殿御参行列の PRと協賛金

のお願い 

11 月 14 日（土）に

開催します「中山道

鴻巣宿鴻巣御殿御参

行列」の事業に多くの

市民の方々に参加観

覧していただきたく PR に伺いました。鴻巣ゆかり

の歴史人の行列と市民参加の町衆隊（市民パレ

ード）などを企画しています。行列はエルミパーク

を出発して中山道を南へ向かい鴻巣東小（鴻巣

御殿会場）へと進みます。鴻巣御殿会場では、朝

から観光大使のミニライブや楽市楽座（市民マー

ケット）等を行います。 

また、事業協賛金も募集をしています。団体様

企業様から多くのご協力を賜れればとお願いに

伺いました。 

鴻巣市観光協会           栗原俊也 様 

◎ 鴻巣宿の字名「鞠子」と、上生出塚村の字名

「新屋敷」の復元実現 のご報告 

昨年、卓話をさせていた

だきましたが、鴻巣市におけ

る旧地名の復元について、

卓話でお話した内容が、早く

も鴻巣市長様の告示により 8

月 24日に実現することになり

ました。実は一昨年に正式に要望書を提出して

おり、その際は「実現は困難」との判断がなされて

実現できませんでした。卓話を行ったのが、その

翌年だったのです。 

そして今年、再要望を行っての実現でした。そ

の手法は、鴻巣南小学校の校庭には、現在でも

「昔の中山道」の道路跡と伝承されている道路が、

「公図上の道」として残されています。この道路

（跡）を境界線として、新たに住居表示街区を設

定し、校庭の西半分だけを「鞠子」と命名しました。

校庭には居住者がいないので、誰にも迷惑をか

けずに、また多額の費用をかけずに旧地名の復

元を実現したのです。同様の手法で、鴻巣警察

署裏の「けやき通り公園」の敷地内のみ、新たに

住居表示街区を設定して「新屋敷」と命名しまし

た。やはり公園なので居住者は存在しません。 

「鞠子」は徳川家康が勝願寺に与えた土地で、

また「新屋敷」は徳川吉宗が鷹狩りで使用する鷹

の飼育を行う幕府役人の屋敷が新設されたこと

に由来する地名です。また、「鞠子」については、

ひなの里の裏手にある公園の名称も、「鴻巣宿鞠

子公園」と改称されることで、南小学校を含めて 2

箇所での復元となりました。11 月 14 日には勝願

寺でお十夜という伝統行事が行われ、また鴻巣

市も、中山道を歩行者天国にして「鴻巣御殿御

参行列」を実施します。 

今回の地名復元は、「鞠子」と「新屋敷」が徳川

家に関連する地名であることから、観光戦略上の

文化政策として、市長のご判断で実現することに

なったのです。鴻巣市には徳川家康に由来する

地名がまだあります。私の居住する「東町」です

が、徳川家康が鷹狩りで兎を捕獲したことに由来

する「兎山」という味のある地名でした。次の目標

は「兎山」の復元です。ご支援のほどよろしくお願

い致します。ありがとうございました。頑張ります。 

埼玉ゆずロータリークラブ会長   上岡悦子 様 

皆さまこんばんわ！埼玉

ゆずロータリークラブ今年

度会長の上岡です。私ども

のクラブは女性ばかりの会

員で成り立って４年目。ロ

ータリーのことを十分に理

解する間もなく会長となりました。 

さる 4月の地区協議会の席上、2770地区の今

年度女性会長は鴻巣水曜の小林会長と私のみと

いう事を知り早速にお近づきを得ました。本日幹

事の星野さんとＭａｋｅ ｕｐに参りましたが、多数

の会員の皆様がお集まりで圧倒されています。ま

た、先ほど鴻巣市が江戸時代からの由緒ある街

であるとお聞きし、同時に岩槻と双璧をなす人形
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の街であることも再確認いたしました。 

埼玉ゆずはまだまだ発展途上のクラブですが、

これも何かのご縁とお汲み取り頂き今後とも末永

いご交誼をよろしくお願いいたします。 

新入会員挨拶       宮内たけし 会員 

先日の五所川原市立

佞武多のお祭りでご一緒

させさせていただき、大変

お世話になりました。素晴

らしい時間と空間を楽し

むことができました。感謝

申しあげます。 

本日長山洋子さんのコンサートに行ってまいり

ましたが、今、私の夢は津軽十三湖の湖畔に歌

碑を建てることであります。十月には五所川原市

倫理法人会のモーニングセミナーで講話をしま

す。夢に向かって具体的に進めればいいと思っ

ています。スピーチの機会をいただきありがとうご

ざいました。 

私の履歴書          松本安永 会員 

こどもの時は国鉄勤

めの父の転勤に合わせ、

転居。 

昭和 27 年 8 月、京都市

南区唐橋平垣町で誕生 

昭和 32 年、幼稚園 2 年

間、小 1～3 年生、鳥取

県鳥取市。3人兄弟そろってピアノを習わせて

いただきました。 

昭和 37年、小 4～小 6、島根県浜田市。 

昭和 40年、中 1～中 3、米子高専 1～5（卒業）、

鳥取県境港市渡町。高専の吹奏楽部に入部、

最初は軽音楽でピアノを弾いていましたが、3

カ月ほどしてからホルンを始める。卒業研究

では音の波形をコンピュータで数値化する、

フーリエ級数のプログラムの作り。 

昭和 48年、新卒で株式会社富士通に入社、神

奈川県横浜市緑区、会社では IC製造部の品質

管理課でエージング試験（動作電圧を 3 割程

度上げ、温度を 250 度～300 度に上げた中で

一周間ほど動作させ、10年に見立てた環境で

の試験）で出た故障品の原因を調べレポート

提出する仕事でした。 

昭和 50年、品川区の従業員 4名の電気店に入

社、東京都港区麻布飯倉片町。 

昭和 52 年、文京区の従業員 11 名の電気店に

転職、東京都足立区島根（西新井駅）。この年、

同じ高専で部活の 2 年後輩だった今の妻と結

婚。 

昭和 53年、将来自分の店を構える準備として

一戸建て木造住宅を購入、埼玉県入間郡鶴ヶ

島町（現鶴ヶ島市） 

昭和 55年、袋小路の一番奥の立地で店として

は不適合の為、若葉駅の開業に合わせローン

を組み直し鴻巣市生出塚（現在の地）に、店

舗付きの木造住宅を設計変更して購入。一年

後に開店。 

平成 5 年、県道拡幅工事に土地がかかったた

め、補償金にさらにローンで足して、（現在の

地で）建て替え、現在に至る。 

委員会報告 

R財団・米山記念奨学委員会 井上脩士 部門長 

 8月 11 日（火）柳屋さん

にて 7名参加で委員会を開

きました。今年度の寄付金

の徴収方法などを話し合い

ました。いろいろ活発な意

見が出されました。これまで

の会員の寄附状況をみながらワンランク UP する

会員にお声掛けをしようと考えています。皆さま

のご協力をお願いいたします。 

職業奉仕委員会  

成田志津子 委員長 

9 月 9 日職業奉仕委員会

職場訪問の開催についてお

願い致します。工場見学は最

低条件が 20 名以上の参加と
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の事です。当日多くの皆様にご参加頂きたく会員

の皆様、すいの会の皆様、その他関係各位の皆

様に万障繰り合わせてのご参加を切にお願い致

します。 

下見にて美味しい御昼食もご用意させて頂き

ましたのでふるってご参加お願い致します。詳細

は追ってご通知致します 

会員選考・増強・維持委員会 松本安永 委員長 

７月１日、理事会で承認

された宮内たけしさんの入

会が決定いたしました。 

次回例会のガバナー公

式訪問で入会式を行いま

す。 

 

出席報告            宮城 仁 委員長 

 

 

スマイル報告         田邊 聖副 SAA 

 

 

前回までの合計 130,950 円
本 日 の 合 計 31,000 円
次回繰越金合計 161,950 円  

 

 

編集後記 

 日経の私の履歴書、今月は倉本聰さん。あの

「北の国から」が有名です。東京を離れて、北海

道の自然・人間に親しみ物語ができあがった。そ

の後、演劇・脚本家を目指す若者たちと共に「富

良野塾」を立ち上げていく。なにも無いところから

作り上げていく姿に感動を覚えた。     （SI） 

  

 本日 修正 

 8月 20日 8月 8～10日 8月 5日 

 1114回 1113回 1112回 

 移動例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 33 32 32 

出 席 数 25  23 

欠 席 数 5  5 

例会出席率 75%  72% 

Ｍ Ｕ 数 3  4 

合計出席数 28  27 

出 席 率 84% 100% 87% 

お客様スマイル 

栗原俊也様…お呼びいただきありがとうございます。卓話

の内容が実現しました。 

上岡悦子様…初めてのメイキャップに参りました。2015～

2016年度 2770地区で唯一女性会長という事で小

林会長と親交を得る事が出来ました。今後ともよろ

しく御交誼の程よろしくお願い致します。 

星野加代子様…先日は台風で来られませんでした。今日

は楽しみにうかがいました。よろしくお願いいたしま

す。 

個人スマイル 

小林玲子会員…ゆず RC会長、幹事様ようこそ！ 

間室照雄会員…母の葬儀では大勢のご参列をいただきあ

りがとうございました。 

井上脩士会員…今日は、女房がお世話になります。 

スマイル 1  盧 志英さん、三菱信託銀行就職内定おめでと

うございます。 

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・馬場知行会員・山口光男会員・松本安

永会員・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・佐々木倉造会員・細野潤一会員・木下純一会員・青木

日出光会員・宮内たけし会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

ふるさとの杜除草作業 

平成 27年 8月 12日（水） 

上谷運動公園 

 

みなさん、ごくろうさま 

 

 

 

 
 

8月 26日

（水） 

第 1115回通常例会 

ガバナー公式訪問 

9月 2日 

（水） 

第 1116回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月

祝い・結婚月祝い 

9月 9日 

（水） 

第 1117回移動例会 

職場訪問 

9月 17日 

（木） 

第 1118回移動例会 

夜間例会 

9月 23日 

(水) 
法定休会 

9月 30日 

（水） 
第 1119回通常例会 

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 

青木日出光 


