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“Be a gift to the world” 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月度理事会 

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・四つのテスト唱和  

 蓮江郁夫 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 蓮江郁夫会員 

会員誕生月祝い 成田志津子会員  木下純一会員 

配偶者誕生月祝い 佐々木美智世様  小林淑子様 

 大澤千明様    柿沼一枝様 

結婚月祝い 寺澤銀三会員   長谷川信子会員 

会長挨拶 小林玲子会長 

幹事報告 坂口正城幹事 

会員卓話「私の履歴書」 成田志津子会員 
委員会報告 

親睦・家族委員会 馬場知行委員長 

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 1120回例会 2015年 10月 7日 

日 
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会長挨拶             小林玲子 会長 

皆様ごきげんよう。 

10月 4日、日曜日早朝 8

時集合、「第 30 回ふれあい

広場」での風船アーチ作り

では 14名の参加、ありがとう

ございます。前々回までは

風船を縛るのがとても大変で指先が痛くなってし

まいましたが、その手間がなくなり、短時間でアー

チが出来ました。来年はもっと多く風船を作って

飾りつけに支援できたり、お子様に渡せたら良い

と思います。 

その日の午後、友達と帝劇ミュージカル「ラマ

ンチャの男」の初日に行ってきました。松本幸四

郎上演回数 1207 回！（わがクラブの例会回数よ

り多いです）2 時間半休憩無しでした。若い俳優

の方と上演しておられました。こうして繋いでいる

のを実感しました。終わった後、全員が何度も何

度も舞台に出て、感謝の気持ちが十二分に伝わ

ってきました。素晴らしかったです。 

また、昨日は大村智氏がノーベル医学・生理

学賞、そして今日は梶田隆章氏がノーベル物理

学賞、ご受賞おめでとうございます。大村智氏は

医療センターを設立、地域には美術館をつくり、

ご自分で年 4回掛け替えに行かれていくと聞きま

した。また温泉、お蕎麦屋さんもつくり地域貢献さ

れています。ご自分の好きな事で地域貢献し参

加していて、ほんとうにすばらしいと思いました。

私も鴻巣水曜ロータリークラブの中で自分の出来

ることを励みたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告             坂口正城 幹事 

① 9 月 28 日（月）「ふれあい

鴻巣ウォーキング」代表者

会議 和風レストランとき 

18：30～ 参加者 5名 

② 10月 1日（木）鴻巣 10周

年記念式典 受付 12：30 

開式 13：30～ 場所クレアこうのす 

③ 「第 30 回ふれあい広場」開催日時 10 月 4 日

（日）8：00集合 場所 川里農業研修センター 

風船アーチ作り（開催前の準備） 

④ 10月 10日（土）こうのす花火大会 17：30～ 

⑤ 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

14：30～ 場所クレアこうのす 

⑥ 10 月 16 日（金）職業奉仕部門セミナー 受付

12：30～ 場所清水園（大宮） 

⑦ 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 

⑧ 10 月 22 日（木）鴻巣市民ゴルフ大会 16 名参

加予定 

⑨ 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 寺西会

員が参加しました。 

⑩ 11月 14日（土）15日（日）地区大会開催予定 

⑪ 2016年 4月 2日（土）3日（日）4日（月）RYLA

研修セミナー参加募集 事前研修（研修生の

参加は義務）を 2回、2015年 12月 5日（土）・

2016 年 2 月 27 日（土）開催 詳細は「RYLA

研修セミナー募集のちらし」 

⑫ 12 月 9 日（水）パスト会長会開催予定（クラブ

MU事業）18：00～ ゆき寿司 
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会員誕生月祝い      成田志津子 会員 

 
今日は誕生祝い、ありがとうございます。 

奥様誕生月祝い      小林忠司 会員 

 
 お祝ありがとうございました。女房も今年が節目

の年齢となりました。毎日孫 3 人の面倒で忙しい

毎日を過ごしております。あと 2～3 年過ぎれば

時間が取れるようになると思います。たまには旅

行にでも連れて行ってやりたいと思います。 

大澤二三夫 会員 

 
 妻は、10月 18日で 59歳になります。お互い、

病気をしました。妻も 6 年前、卵巣癌、その後乳

癌。最近は、髄液がどこからか漏れて、それが原

因で頭痛が続いていました。すべて落ち着いて

きて、通常生活が送れるようになりました。今日も、

がんセンターで入院していた時の友達の集まり

でランチに行っています。今は、お互い良い方向

に向かっているので今後ともよろしくお願いしま

す。 

結婚月祝い           寺澤銀三 会員 

 

 私の家内はスーパーウーマンです。男性でいう

なれば、津田さん。足腰はしっかり、頭もしっかり

全くたまげます。私は、あのあのが多く足腰は弱

くもうこれ以上悪くならないよう頑張りたいと思い

ます。 

乾杯                細野潤一 会員 

 

皆さん、おめでとうございます！ 

卓話   

「私の履歴書」          成田志津子 会員 

 「北風吹き抜く 寒い朝も心

ひとつで 暖かくなる 

清らかに咲いた 可憐な花よ

～♪」 

キューポラのある町 川口に

三人姉妹の末っ子として生ま

れました。 

その後、三井銀行本店勤務を皮切りに接客接

遇を勉強し縁をつないで平成 9 年にセレモホー
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ル北本、そして平成 18 年セレモホール鴻巣とオ

ープンし、送る心を大切に地域貢献を胸に今後

も精進して参りたいと存じます。 

委員会報告 

親睦・家族委員会       馬場知行 委員長 

 こうのす花火大会、協

賛企業に配布されたリス

トバンドの色が青とシルバ

ーになっていますので、

席のほうは 2 ヶ所に分か

れてあります。それぞれ

の席でお弁当を渡します。駐車場についてはで

きるだけ 4時 30分までに田島紙工さんに止めて

下さい。 

特別委員会           山口光男 委員長 

 第 23回ふれあい鴻巣ウォー

キング実行委員会、別紙の組

織図のとおり、各委員会の正

副委員長まで決定しました。 

また、実行委員会、全体会

議等の日程が決まりました。

確認ください。この組織図は全会員が入りますの

でご協力宜しくお願いします。 

社会奉仕委員会        寺西修身 委員長 

① 10月 4日（日）8時～「第

30回ふれあい広場」では

風船アーチ作成にご協

力頂きありがとうございま

した。14名の参加。 

② 10 月 25 日（日）クリーン

鴻巣市民運動の活動で 9 時に「ふるさとの

杜」草刈、清掃活動に参加をお願いします。 

③ 9 月 20 日～23 日、2770 地区のフィリピン国

際奉仕活動に行きました。21 日ブーカスバラ

ッド（手を広げる）に寄付金 10 万円を手渡し

てきました。詳細は 10月 28日例会で報告い

たします。 

授与 

 

RI・地区より会員紹介に対しスポンサーバッジ 

 
RLI パート 1 修了証  

出席報告            宮城 仁 委員長 

 

 

 本日 修正 

 10月 7日 9月 30日 9月 17日 

 1120回 1119回 1118回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 21 16 16 

欠 席 数 10 9 11 

例会出席率 64% 48% 48% 

Ｍ Ｕ 数 2 8 6 

合計出席数 23 24 22 

出 席 率 70% 73% 67% 
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スマイル報告          田邊 聖 副 SAA 

 

前回までの合計 268,209 円
本 日 の 合 計 21,000 円
次回繰越金合計 289,209 円  

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 プロ野球のドラフト会議が行われ、それぞれ悲

喜こもごものシーンが流れた。関東第一高校の

オコエ瑠偉のコメントがイケている。「将来は楽天

のキャプテン、その先はメジャーへ」。夢はでかい

方がいい、はっきりと口に出すほうがいい。彼は、

華がある、きっと夢を射止めることだろう。  （SI） 

 

 

第 1121回移動例会 こうのす花火大会 

平成 27年 10月 10日（土） 

糠田グランド 

 

 

 

 

個人スマイル 

宮内たけし会員…お陰様で合同花火を打ち上げることがで

きます。感謝します。 

小林忠司会員…花火大会参加ありがとうございます。 

スマイル 1  こうのす花火大会に参加して、大いに楽しみまし

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・馬場知行会員・山口光男会員・松本安

永会員・蓮江郁夫会員・井上脩士会員・大澤二三夫会員・

石井英男会員・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・青木

日出光会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  細野潤一  成田志津子  

青木日出光 

10月 14日 

（水） 
振替休会 

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 

11月 4日

（水） 

第 1124回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月

祝い・結婚月祝い 

11月14・15日 

（土・日） 

第 1125回移動例会 

地区大会 

11月 18日 

（水） 
第 1126回通常例会 

11月 25日 

（水） 
第 1127回通常例会 


