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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        細野潤一 会員 

 

 

 

例会プログラム 

司会 柿沼洋一副 SAA  

点鐘 

ロータリーソング斉唱(奉仕の理想) 

四つのテスト 細野潤一会員 

会長挨拶 小林玲子会長 

幹事報告 坂口正城幹事 

挨拶 

大人の地域再発見誌「こうのす」 齋藤 徹様 

私の履歴書 田邊 聖会員 

卓話 津田健三会員 

委員会報告 

広報・雑誌委員会 大澤二三夫委員長 

社会奉仕委員会 寺西修身委員長 

 間室照雄会員 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 田邊 聖副 SAA 

点鐘 

 

わ 
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会長挨拶             小林玲子 会長 

10 月 7 日（水）の夜、会

員増強維持委員会に出

席しました。会員皆様の協

力よろしくお願い致しま

す。 

10 月 10 日（土）移動例

会、こうのす花火大会には 43 名の大勢の参加あ

りがとうございました。埼玉ゆずクラブ会長上岡様、

幹事星野様、会員様 2名、4名様の MU ありがと

うございます。会長上岡様からは、旅先からお礼

のお手紙とお菓子が届きました。次回の例会で

頂きます。 

10 月 16 日（金）職業奉仕部門セミナーに行っ

てきました。私は、その夜は会長幹事会の予定が

入っていたので、佐々木常夫様の「リーダーとい

う生き方」のセミナーのみの出席でした。自閉症

のご長男を含め三人の年子を抱えていた奥様は、

本当にご苦労が多かったと思いました。 

今週の月曜は津田会員、松本会員、大澤会員、

柿沼会員、地区大会ポリオ撲滅チャリティーゴル

フに参加して頂き、ご苦労様でした。また明日の

鴻巣市民ゴルフ大会では 15 名参加予定です。

私も頑張って参加してきます。 

私事ですが、10月 17日（土）は高校 2年 5組

の同窓会でした。ＪＲが鴻巣、北本間にて貨物の

事故で 3 時間の遅れでした。私は息子に送って

貰えましたが、車中で 3 時間すごした人、新幹線

で来た人もいました。1 時間半遅れで始まり、恒

例の一人一人の近況報告では、ご両親の介護し

ている事、自分自身の健康状態の事、退職後の

カルチャーの事、色々聞きました。このように遅れ

ての開催でしたが 45年前の気持ちに戻っておし

ゃべりできたり、皆さんの貴重な話を聞くことがで

きて嬉しかったです。3 年後開催予定に決まった

ので、また元気で参加出来たらと思います。 

 

 

 

幹事報告             坂口正城 幹事 

1. 「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 

風船作り（開催前の準

備） 

2. 10月 10日（土）こうのす花火大会 17：30～ 

3. 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 

4. 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） 

5. 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 出席予定 4 名 津田会員、松本

会員、大澤会員、柿沼会員 

6. 10月 22日（木）鴻巣市民ゴルフ大会 16名参

加予定 

7. 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。 

8. 11月 14日（土）15日（日）地区大会開催予定 

9. 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」 

10. 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 

私の履歴書         田邊 聖 会員 

私は昭和 38年に吉見町

に生まれました。姉と私の

ふたり姉弟です。高校は周

りの勧めもあり県立松山高

校に進学しました。高校生

の時に出会った友達は「親

友」と言える存在で、今でも年に数回会っては酒
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を酌み交わしています。夏には野球の一緒に応

援に行くことも楽しみのひとつとなっています。高

校卒業後は 1年の浪人の後明治大学へ進学し、

卒業後は昭和 62年に証券会社へ就職しました。

当時習得した知識や経験は何物にも代えがたい

私の礎となっています。その後縁あってソニー生

命保険へ転職し、現在に至っています。 

当クラブへは小畑会員からの誘いもあって何も

わからないまま入会しましたが、今では皆さまと

一緒に活動し、酒席をともにすることができ入会

して本当によかったと思っています。引き続きよ

ろしくお願いいたします。 

卓話                津田健三 会員 

旅こそ最高の遊びにして教養の源 

～ドイツを旅して～ 

1. 12 日間、東部ドイツ方面

を旅行会社グローバル

の案内で行って参りまし

た。ゲーテ街道を東部へ、

ドレスデン、マイセン、ベ

ルリンと 18名のグループ

で世界遺産 4 ヶ所を訪ねる旅でした。 

2. 訪問した市と町は 11、教会・大聖堂 15、古

城・宮殿 10 と大変ハードな旅行でした。 

しかし、時差を忘れ、奥深い歴史、特に中世

の街並み、ゴシック建築の素晴らしさに感動

しました。 

3. 芸術の都、ドレスデンは第二次世界大戦で

町の殆どが破壊されたが、その一部が残っ

ていればそれにつぎ足しして残すものと修理

を分けて再現した教会、宮殿、ドイツ人の徹

底した意気込みと歴史を大事にする気持ち

が伝わって来ました。 

4. 1945 年 第二次世界大戦降伏後、敵国ドイ

ツの処理について3ヶ国の会議が行われたド

イツ郊外のツェツイ、リエンホフ宮殿（世界遺

産）を訪ねました。ソ連のスターリン、米国のト

ルーマン、イギリスのチャーチル 3 首相でポ

ツダム会談の行われた部屋とか、三者、別々

に出入りした部屋の入口等も説明を受けまし

た。非常に神経を使い長い時間をかけて、ド

イツ国を東西２つに分け、統治に至った経緯

が理解出来るような気がしました。 

5. さらにドイツを２分割した後、設けられたベル

リンの壁を見学しました。130ｋｍにわたる壁

は１部 1ｋｍだけ残され全部取り払われており

ました。この壁がよくニュースに出て来た壁か

といろいろなことを想像してみて参りました。

共産国統治の東から、自由な国西へと壁を

越えて逃げる人が多く、いろんな問題があっ

たため、500ｍおきに監視塔があったそうで

す。いずれにしても日本は二分されることなく

良かったですね。 

6. ところで、ドイツの主食は「じゃがいも」と聞か

されました。ゲーテ街道、ロマンチック街道と

高速道をバスの窓から眺めながら納得が出

来ました。丘陵地帯が殆どで全く山がなく、

収穫した後の畑ばかり、唯一驚いたのは、非

常に風力発電が多く、２、3ｋｍおきに設置さ

れ稼働しておりました。原子力発電を止めて

自然エネルギーに頼るドイツ国民の意気が

判りました。 

7. ドイツは文化遺産の大国、観光立国だなあと

感じたのは、観光客を至る所で見かけました

し、ホテルは殆ど満室とのことです。先日の

新聞にありましたが、短期移民という言葉で

す。観光客をそう呼んでいました。全世界で

GDP 比 9％が各国の平均である。日本はま

だ 2％なそうです。日本も観光客をもっともっ

と受け入れるべく対策を考えるべきと思いま

す。幸いに今年は増えて爆買いが増え、経

済にも良い結果が出ているようです。 

8. ドイツの国民性（勤勉性）から、今までとは違

った面を経験し考えさせられた点があります。

それは、ドイツの苦しみです。 

①難民受け入れと治安の悪化②ホルクスワ

ーゲンの不正 この 2つの問題でドイツはどう

処理するのか先が見たいですね。 

旅の疲れを癒す毎日が続いております。 

以上、旅の報告でした。 
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広報・雑誌委員会      大澤二三夫 委員長 

 ロータリーの友 10 月号、

RI 会長メッセージ、野生型

ポリオの無発生期間が 1年

を経過したナイジェリアは、

9 月にポリオ常在国リストか

ら除外されました。今日、

発生が続いている国は、アフガニスタンとパキス

タンの 2か国を残すだけとなりました。 

社会奉仕委員会        寺西修身 委員長 

10 月 25 日（日）クリーン鴻巣清掃活動よろしく

お願いします。AM9時～ 

11月25日（水）献血例会、12：00～16：00に変更。

食事用意します。全員参加、各事業所 2 名以上

の参加をお願いします。ポスター配布。 

銀杏                 間室照雄 会員 

 イチョウの種子を。銀杏と言

い、殻を割って中の仁が調理

される。銀杏中毒、ぎんなん

にはギンコール酸などを含み、

漆などのようにかぶれなどの

皮膚炎を引き起こす。大人で

も大量に食すと中毒を起こすことがある。美味しく

食べて下さい。 

大人の地域再発見誌「こうのす」 

発行人 齋藤 徹 様 

 

 大人の地域再発見誌「こう

のす」を 10 月 15 日創刊い

たしました。「もっと鴻巣が好

きになる雑誌を作りたい」と

いう想いを結集させて出来

上がりました。多くの方々に

ご愛読していただけるよう努力して参りますので

宜しくお願い致します。また、賛助会員（年間：個

人 1,000円 法人 3,000円） 

を募集していますので宜しくお願い致します。 

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 289,209 円
本 日 の 合 計 22,000 円
次回繰越金合計 311,209 円  

 本日 修正 

 10月 21日 10月 7日 9月 30日 

 1121回 1120回 1119回 

 移動例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 21 21 16 

欠 席 数 8 10 9 

例会出席率 64% 64% 48% 

Ｍ Ｕ 数 4 2 8 

合計出席数 25 23 24 

出 席 率 76% 70% 73% 

個人スマイル 

小林忠司会員…花火大会、おおとり祭ご協力ありがとうご

ざいました。 

宮城 仁会員…本日の食事会はエルミ庄やです。飲んで

楽しみましょう。 

宮内たけし会員…花火大会ご協力ありがとうございました。 

スマイル 1 食事会を楽しみましょう！ 

津田健三会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・山口光男会

員・間室照雄会員・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・寺西修身会員・細野潤一会

員・木下純一会員・竹内幾也会員 
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編集後記 

 

2010年 10月 18日徳之島金見崎 

 あの笑顔が忘れられない。 合掌。 （SI） 

 

クリーン鴻巣 ふるさとの杜清掃作業 

平成 27年 10月 25日（日） 

上谷運動公園 

サンシュユの実 

 

マテバシイのドングリ 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 28日 

（水） 
休会 

11月 4日

（水） 

第 1123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 1124回移動例会 

地区大会 

11月 18日 

（水） 
第 1125回通常例会 

11月 25日 

（水） 
第 1126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  細野潤一  成田志津子  

青木日出光 


