
1 / 6 

 

 
 

 

“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        山口光男 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 山口光男会員 

会長挨拶 小林玲子会長 

幹事報告 坂口正城幹事 

私の履歴書 寺西修身会員 

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 

社会奉仕委員会 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 1118回例会 2015年 9月 17日 

日 
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会長挨拶             小林玲子 会長 

皆様こんばんは。今週は

ロータリーの用事が多い週

でした。 

明治製菓職場訪問では、

台風18号の影響で大雨、強

風の中、運転をして下さった

加藤勉会員、本当にありがとうございました。カ

ール、チョコレートの製造過程の廊下を楽しく見

学しました。また、どこも清掃が行き届いていてさ

すがです。 

その日の PM6:30～戦略計画委員会に出席し

ました。全員がそれぞれの戦略計画の考えを出

しあいました。小畑委員長がこうして集まって話し

合う事が、すでに戦略計画と言われていました。

他の委員会も開催して下さい。 

９月 10 日木曜日はロータリー手帳を無くして、

飯田橋の警視庁遺失物取扱所に取りに行ってき

ました。落し物確認では、ブルーでロータリーの

マークが付いていると話すと直ぐでした。新幹線

のお掃除する方が届けて下さいました。ありがとう

ございます。 

９月 15日火曜日は鴻巣 RCに坂口幹事と表敬

訪問に行ってきました。私の入会は 2008.4.17、

井田会長、松本幹事年度、今年度 8 年目、紹介

者は松本会員です。ガバナー公式訪問の無事

終了のご報告。ふれあい鴻巣ウォーキングは 9月

末に代表者会議が始まり、平成 28 年 4 月 23 日

土曜開催の PR をさせて頂きました。また、クリス

マス例会は 12 月 16 日水曜日 PM6:00～のお知

らせを致しました。 

9月 16日水曜日、津田工業㈱様の創立 50周

年記念祝賀会に出席しました。おめでとうござい

ます。社員の方々の手作りの祝賀会は素晴らしく

て、また元気を頂きました。席のすぐ上の映像を

見ていると、工場もオフィスもどこの床も清掃が行

き届いてさすがです。きれいです。初心を思い出

して、職場、自宅の清掃を心掛けたいと思いま

す。 

今朝、地区補助金事業「こうのとりを育む会」へ

物置設置の場所確認にあたり、山口会員、松本

会員と行ってきました。宮川様が市の方へ交渉し

て下さることになりました。よろしくお願い致しま

す。 

幹事報告             坂口正城 幹事 

① 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） 

② 9月15日（火）鴻巣ロータリークラブ表敬訪問 

③ 9 月 16 日（水）津田工業(株)創立 50 周年記

念祝賀会（クラブ内 MU事業） 

④ 9 月 17 日（木）木曜会ゴルフコンペ 吉見カ

ントリークラブ 

⑤ 10月1日（木）鴻巣十周年記念式典 受付午

後 12：30 開式午後 1：30～場所クレアこうの

す 

⑥ 「第 30回ふれあい広場」開催日時平成 27年

10月4日（日）AM10：00～PM2：30 場所 川

里農業研修センター 

⑦ 10 月 10 日（土）こうのす花火大会 PM5：30

～ 

⑧ 10月 14日（水）一般社団法人鴻巣北本青年

会議所創立 40周年記念式典祝賀会 

受付 PM2：30～ 場所クレアこうのす 

⑨ 10月16日（金）職業奉仕部門セミナー 受付

PM12：30～ 場所清水園（大宮） 

⑩ 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 

⑪ 10月 22日（木）鴻巣市民ゴルフ大会 16名参

加予定 

⑫ RI.D3800 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
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西会員が参加予定 

⑬ 11月14日（土）15日（日）地区大会開催予定 

私の履歴書         寺西修身 会員 

昭和 31年 9月 6日、兵

庫県神戸市兵庫区松本通

りに、3 人兄弟の 2 番目

（長男）として生まれる。神

戸は港町、生後 19 年暮ら

していましたが、当時は自

宅に風呂なし（銭湯通い）、背中に入れ墨した

お兄さんも身近にいた（港湾労働者の手配に

山口組が関与）。神戸の繁華街が湊川～元町

～三宮と東に移動していった。 

父は淡路島の出身（菩提寺/真言宗）、戦後

神戸に出稼ぎ紳士服店へ。母は播磨出身、洋

裁の技術を習い、S25 年から洋裁店（日の出洋

装店）を夫婦で経営、以後 45 年間経営してい

た。（阪神大震災で被災）。 

名前の由来：元々父が菩提寺を継ぐ予定だ

ったので、私もお寺の住職から命名される～一

生修行しなさい～修身の名前を頂く。6 歳まで

小坊主だった。お寺は伯父さんが継ぎ、現在

も！神戸市立川池小学校、神戸大学教育学部

付属明石中学校、兵庫県立兵庫高校、信州大

学工学部工業化学科卒業（S55.3 月）。中学 3

年生の校内マラソンで 2 位獲得（雨靴で）、毎

日駅まで鞄を背負い走った成果？持久力、体

力がついた。高校～大学は混声合唱部で活躍、

現在も！ 

旭硝子の子会社「旭ファイバーグラス(株)」に

研究生として入社（茨城県）。研究者として数々

の基礎研究、応用研究、商品化を 7 年間手掛

ける。S62年に開発した新商品の販売促進を手

伝うことが営業へ転出のきっかけ。以降セール

スエンジニアとして各地に転勤、応援、引越し 9

回経験。H7年 1月 17日神戸の実家を阪神淡

路大震災で全焼、父母と妹が焼き出される。

H9年10月に妻を病気で亡くす（当時私41歳、

子供 2人小学生）。子育て、家事、PTA行事参

加、趣味、子供の為に頑張った。H14 年 6 月リ

ストラ退社（子育てのため転勤不可能～仕事よ

り家族大事）。H14年 11月、46歳で転職(生命

保険会社～数々の人生経験を生かして)、当時

のGEエジソン生命、AIGエジソン生命、ジブラ

ルタル生命と 3回改名。H27年 9月現在も同じ

会社で営業専任課長として外交員で主に個人、

法人開拓勤続 14年目。H14年頃より趣味の第

九演奏会の後援依頼、広告依頼に実行委員

で鴻巣水曜 RCに出入り始める。H25年 8月に

津田、山口会員の紹介で正式会員に。 

趣味：歌は奨学 3年～大学 4年、社会人とし

て継続中。混声合唱団ひびきの団長（創立より

12 年）、第九合唱団団長歴任、ソフトボール

（朝日クラブ）現役選手、ゴルフ、ボーリング等。 

こんな半生を過ごしてきました。今後とも皆様の

ご指導、ご協力、ご鞭撻をお願いします。 

委員会報告 

R財団・米山記念奨学委員会  

井上脩士 部門長 

 11 月はロータリー財団月間

です。11月 18日（水）例会の

卓話を地区補助金運営委員

長の名古谷誠（浦和 RC）様

に依頼しました。現在地区補

助金を使って「こうのとりを育

む会」に物置を贈る計画を練っています。地区補

助金のしくみについてお話をして頂く予定です。 

職業奉仕委員会     成田志津子 委員長 

 (株)明治坂戸工場職場訪

問について。会員の皆さま、

運転手をお願いしました加

藤勉会員、すいの会の皆さ

ま、米山奨学生の盧さん、事

務の皆さま、ありがとうござい

ました。 
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社会奉仕委員会      寺西修身 委員長 

① 10 月 4 日（日）「第 30

回ふれあい広場」で入

口の風船アーチ作成。

AM8 時集合、川里農

業研修センター、多く

の会員の参加をお願

いします。 

② 10月25日(日)「クリーン鴻巣」ふるさとの杜清

掃作業に多くの会員の参加をお願いしま

す。 

③ 9月 20日（日）～23日（水）（3泊 4日）2770

地区のフィリピン国際奉仕活動に参加します。

会員の皆さまからお預かりした寄付金 10 万

円を孤児院に寄付予定。 

 

 

市長表敬訪問（8月 17日） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1117回職場訪問例会 

(株)明治 坂戸工場見学  

平成 27年 9月 9日（水）PM2時～ 
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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 211,950 円
本 日 の 合 計 20,000 円
次回繰越金合計 231,950 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

ラグビーワールドカップ、南アフリカ戦を観まし

たか？戦前の予想を覆す大逆転勝利に再びラグ

ビー熱の盛り上がりを感じます。個人としては、サ

ッカー日本代表にもこの試合を見てほしい、そし

て彼らの献身的な戦いぶりを学んでほしいと思

う。 

がんばれ、日本！                （ＳＩ） 

 本日 修正 

 9月 17日 9月 9日 9月 2日 

 1118回 1117回 1116回 

 移動例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 16  21 

欠 席 数 11  8 

例会出席率 48% 100% 64% 

Ｍ Ｕ 数 6  4 

合計出席数 22  25 

出 席 率 67% 100% 76% 

個人スマイル 

加藤 勉会員…9月 9日職場訪問の運転手手当を頂きま

したがニコニコに入れさせて頂きます。 

山口光男会員…寺西会員フィリピン気をつけて行ってらっ

しゃい！ 

スマイル 1  津田工業(株)50周年おめでとうございます。 

宮城 仁会員・小畑正勝会員・間室照雄会員・松本安永会

員・井上脩士会員・大澤二三夫会員・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・木下純一会員・青木日出光会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9月 23日 

(水) 
法定休会 

9月 30日 

（水） 
第 1119回通常例会 

10月 7日 

（水） 

第 1120回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月祝

い・結婚月祝い 

10月 10日 

（土） 

第 1121回移動例会 

こうのす花火大会 

10月 22日 

（木） 

第 1122回移動例会 

夜間例会 

10月 28日 

（水） 

第 1123回通常例会 

会員卓話 

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 


