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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    小畑正勝 会員 

 

 

例会プログラム 

司会 松本安永 SAA  

点鐘 小林玲子会長 

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 小畑正勝会員 

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 

委員会報告   

職業奉仕委員会 成田志津子委員長 

親睦・家族委員会 馬場知行委員長 

会員選考・増強・維持委員会 松本安永委員長 

卓話 井原 實ガバナー 

出席報告 宮城仁委員長 

スマイル報告 田邊 聖副 SAA 

点鐘 小林玲子会長 

クラブ協議会 

 

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” 
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会長挨拶          小林玲子 会長 

国際ロータリー第 2770

地区ガバナー井原  寛

様、地区副幹事茂呂修

二様、第五グループ大

圀博様、ようこそお越し

下さいました。 

 今週の日曜午後 7 時から、ときさんで、創立

25 周年記念事業準備委員会に出席しました。

松本委員長のもと、議題の第一番に「事業のテ

ーマ」でした。この日、24 時間テレビの番組を

見ていたら、テーマが「つ な ぐ」でした。芸能

人が地方に出向き「あなたのつなぐは何です

か」と訪ねていました。私は鴻巣水曜ロータリー

クラブのクラブテーマを決めるまでを思い出し

ました。どういうテーマにしたら良いのか毎日思

っていました。本当に、引き継いで繋げていけ

ればと思っていたので「クラブを引き継ぎ、人を

繋げよう」にしました。次年度会長エレクト柿沼

会員に大事なプレゼントとしてタスキ渡しをして

いければと思っています。 

 その一つで、松本増強維持委員長が、鴻巣

水曜ロータリークラブを紹介するパンフレット初

稿を作りました。会員の皆様、パンフレットを活

用して、増強をよろしくお願い致します。 

幹事報告          坂口正城 幹事 

① 8月 23日（月）創立 25

周年記念事業準備委

員会開催 ＰＭ７：00

和風レストラン  とき  

参加者  小林会長、

柿沼部門長、坂口幹

事、松本委員長、山口副委員長、小畑委

員、馬場委員 

② 9 月 12 日（土）公益財団法人米山梅吉記

念館秋季例祭 

米山梅吉記念館ホール  受付 13：00～ 

閉会 14：00 

③ 9 月 12 日（土）地区ロータリー・リーダーシ

ップ研修会（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） 出席予定 寺西会員 

④ 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 

⑤ 10月 22日（木）鴻巣市民ゴルフ大会 16名

参加予定 

⑥ RID3800 地区 フィリピン国際奉仕 PJ 視

察・体験ツアー申込 9月 20日～3泊４日。 

寺西会員が参加予定 

⑦ 11月14日（土）地区大会開催予定 さいた

ま文化センター 

⑧ 11 月 15 日（日）地区大会開催予定 浦和

ロイヤルパインズホテル 

新入会員入会式 
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委員会報告 

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。 

親睦・家族委員会 馬場知行 委員長 

8月 8～10日の 2泊 3

日にて青森県五所川原

市の「立佞武多祭り」の

旅行に 23 名で行ってま

いりました。参加者の皆さ

んと感動の旅が出来たこ

と大変ありがとうございました。 

会員選考・増強・維持委員会 松本安永 委員長 

 クラブ紹介のパンフレッ

ト初稿が出来ましたので、

お配りいたします。内容は

いつでも変えられますの

で、ご意見をお待ちして

います。 

卓話          井原 實ガバナー 

 2015～2016 年度の RI テ

ーマは、「世界へのプレゼ

ントになろう（Be a gift to the 

world）」です。私は 1 月 18

日から 23 日まで、アメリカ・

サンディエゴで開催された

国際協議会に出席し研修を受けて参りました。

RI 会長はじめ、元会長、理事のスピーチは素

晴らしいもので、国際協議会を準備・運営して

いる RI スタッフとも話す機会が有りました。これ

らの経験を通じ、初めて RI を身近に感じること

が出来ました。 

 K.R. “ラビ” ラビンドラン会長は印刷、包装、

デジタルメディアの上場企業、Printcare PLC

の創始者・CEO（最高経営責任者）です。

Printcare はティーバッグ製造業界で世界最大

手と言われています。スリランカから初めての

RI会長です。 

ラビンドラン会長は、「私たちがこの世を去っ

た後、人が思い起こすのは、私たちが生前乗っ

ていた車でも、着ていた服でも、肩書でも、役

職でもありません。人生の価値は、どれほど得

たかではなく、どれほど与えたかによって判断

されるのです」と仏教やヒンズー教の考え方を

語りました。そして、RI テーマを「世界へのプレ

ゼントになろう」と発表し、「地位や身の上にか

かわらず、才能、知識、能力、努力、そして献

身と熱意など、誰でも与える事のできる何かを

もっているはずです。私たちはロータリーを通

じて、これらを世界にプレゼントすることで、誰

かの人生に、そして世界に、真の変化を起こす

ことができるはずです」と締めくくりました。 

 これを受けて、私は、2015～2016 年度の地

区活動方針を「ロータリーは奉仕を通じて、人

づくり、自分づくり」としました。また、地区運営

方針を「ロータリーを学ぼう、そして楽しもう」とし

ました。 

 今年度は、RI のホームページである My 

Rotary へロータリアン一人一人が登録するよう

に要請を受けております。また、各クラブの会

長、幹事にはロータリークラブセントラルへの登

録が要請されています。これを達成するために

クラブには My Rotary 推進者を設けるようにお

願いしています。My Rotary 推進者の支援を

受け、インターネットへのアクセスに慣れて、My 

Rotaryを活用して頂くようお願いします。 

 2015～2016 年度が貴クラブにとりまして素晴
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らしい年度となるようにお祈り申し上げます。 

 

 

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 161,950 円

本 日 の 合 計 30,000 円

次回繰越金合計 191,950 円  

 

 

花チャリティ          間室照雄 会員 

アッサムニオイサクラ 

中国の雲南省やヒマラ

ヤなどに原産する、匂い

の良い花木です。自然

咲きでは 11 月下旬から

12月の花ですが、この鉢

植えは群馬県の沼田地

方で、日を短くする、いわ

ゆる短日処理をして、花

を咲かせたものです。今新芽のものは 12 月頃

に花が咲きます。 

原産地は夏涼しく、冬暖かい所ですので、

夏は半日影に置き、冬は凍らない所が良いわ

けです。この品種は日本で改良された、ココと

いう品種で、登坂さんと言う人が改良したもの

です。株の形を整える剪定は 6 月です。遅くな

ると年内に花が咲きません。 

 

 

 

            

 本日 修正 

 8月 26日 8月 20日 8月 8～10日 

 1115回 1114回 1113回 

 通常例会 移動例会 移動例会 

会 員 数 33 33 32 

出 席 数 24 25  

欠 席 数 5 5  

例会出席率 73% 75%  

Ｍ Ｕ 数 4 3  

合計出席数 28 28  

出 席 率 85% 85% 100% 

お客様スマイル 

井原 實様…ガバナー公式訪問で伺いました。本日はよろ

しくお願いします。 

茂呂修二様…本日はよろしくお願い致します。 

大國 博様…第 5Gガバナー訪問の一番目の訪問ですの

で、皆様と同じように大変緊張しています。よ

ろしくお願いします。 

スマイル 1  ようこそ鴻巣水曜 RCへ 井原 實ガバナー 

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・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・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・成田志津

子会員・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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クラブ協議会 

 

井原 實ガバナー・大國 博ガバナー補佐 

小林玲子会長・坂口正城幹事 

 

 

クラブ戦略計画委員会 小畑正勝 委員長 

管理運営部門  田邊 聖 部門長 

プログラム・出席委員会 宮城 仁 委員長 

親睦・家族委員会 馬場知行 委員長 

クラブ研修委員会 加藤文男 委員長 

 

 

 

 

 

 

 
広報・会員増強部門 大澤二三夫 部門長 

広報・雑誌委員会 大澤二三夫 委員長 

奉仕プロジェクト部門 柿沼洋一 部門長 

職業奉仕委員会 成田志津子 委員長 

社会奉仕委員会 寺西修身 委員長 

 

 

国際奉仕委員会 間室照雄 委員長 

ライラ・青少年育成委員会 石井英男 委員長 

ロータリー財団・米山記念奨学部門 

井上脩士 部門長 

ロータリー財団委員会 井上脩士 委員長 
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ガバナー指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

編集後記 

 夏休みに奄美大島加計呂麻島に旅しました。

古仁屋から海上タクシー（運賃 400円）なるものに

乗って瀬相へ。作家島尾敏雄文学碑、第十八震

洋特攻隊基地がある呑之浦を見学した。そこは

深い入り江の奥にあり敵から見つけにくい場所で

す。ここで島尾指揮官たち 180 名は出撃せず終

戦を迎えたそうです。     （SI） 

 

 

 

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 

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 


