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“Be a gift to the world” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会開始前の握手会 

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  

 津田健三 会員 

 

例会プログラム 

司会 小畑正勝副 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 津田健三会員 

会長挨拶 小林玲子会長 

幹事報告 坂口正城幹事 

配偶者誕生月祝い 田中志好江様  

新年の抱負 全会員 

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 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 1131回例会 2016年 1月 13日 

日 
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会長挨拶             小林玲子 会長 

あけましておめでとうござ

います。今年も宜しくお願い

致します。 

今日の例会は全員に今

年の抱負をお話しして頂くこ

とになっております。 

私は、まずは次年度 25 周年の会長エレクト柿

沼会員に、あと半年間の行事を行いタスキ渡すこ

とです。先週は第 3 回「ふれあい鴻巣ウォーキン

グ」の総務委員会に出席しました。明晩は第 2 回

「ふれあい鴻巣ウォーキング」実行委員会です。

あと3ヶ月後は本番です。宜しくお願い致します。 

また、日常生活の中でもっと歩く様にし、体力

作りをして、ゴルフを楽しめるようになりたいと思い

ます。仕事は昨年出来なかったイベントや行事を

見直して、今年はしっかりと行いたいと思います。 

幹事報告             坂口正城 幹事 

① 2016年 1月のロータリー

レートは 1 ドル 120 円で

す 

② 2015年 12月 23日（水） 

第 3 回会員選考増強維

持委員会開催時間 17：

00～ 場所 和風レストラン とき 出席者 15

名 

③ 2016年 1月 8日（水） 第 23回ふれあい鴻巣

ウォーキング総務委員会開催時間 18：30～ 

場所 和風レストラン とき  出席者 小林、

山口、津田、井上、寺西、木下 6名 

④ 2016 年 1 月 26 日（火） 一般社団法人鴻巣

北本青年会議所 新年会のご案内 場所 鴻

巣市文化センター3階 開会 19：00 

⑤ 2016年 1月 28日（木）4クラブ合同例会開催

のご案内 場所 鴻巣市市民活動センター3

階 18：00 登録開始 18：30 点鐘 

⑥ ⑥2016年 2月 19日（金） 第 5回会長・幹事

会開催予定  場所 寿司長 18：00～ 

⑦ 2016年 2月 28日（日） ＩＭ 開催予定 

場所 上尾文化センター 12：30点鐘 

奥様誕生月祝い      宮内たけし 会員 

 

乾杯                井上脩士 会員 

 

めでたい！ めでたい！めでたい！ 

新年の抱負 

津田健三 会員 

① 仕事の方は土日もな

い忙しさが続いてい

ます。設備投資を決

断するか？ 

② 5 月 82 才を迎えます。

目標をもって生きるこ

とが大切、健康維持し、エージシュートを狙

いたいと思います。出来るかな？ 

寺西修身 会員 

 本年は 5 回目の年男、9 月

には還暦を迎えます。元気

で！健康で！人に役立つ事

を続ける！ロータリークラブに

入会させて頂き、諸先輩を教

師としてこれからも宜しくお願いします。 

 合唱の発表会、会合、運動等（球技）が続き

ますが、仕事も趣味もがんばります。 
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宮内たけし 会員 

 しっかりした足跡を残し

ていけるように頑張ります。

①歌碑の建立実現。②新

しい作品づくり、パワース

ポット巡り。③気づいたこ

とは即実践する。宇和島

水産高校、えひめ丸鎮魂歌を届ける。 

間室照雄 会員 

 今年こそ喜ばれる、野菜

苗、ポインセチアを作りた

い。 

 

 

 

寺澤銀三 会員 

 車から降りる際にシート

ベルトを外そうと思ったら、

反対の方にボタンがありま

せんでした。全く馬鹿な奴

だと思いました。これもボ

ケの代表だなと自分ながら

いやになりました。 

宮城 仁 会員 

① 株価 季候で申し上げる

と雨、曇、晴へと春先より

上昇とみる。17,200 円～

21,000円へ 

② 政治 世界の選挙多数

（2016 年）アメリカ、日本、

韓国、 安部総理、景気、株価人気度等良け

れば衆議院解散もありうる。憲法改正を掲

げ・・・ 

③ 商売 物流の変化、大手スーパー（GMS）イオ

ン 350店、イトーヨーカ堂 320店、ユニーグル

ープ 210店（3,300坪以上）2極分化が進み、

大手スーパーは一貫仕入れから分割仕入れ

に切り替え、店内を専門店にする時代へと移

行 広い売場面積から分割された専門店化

へと進む。よって中堅スーパーと大手スーパ

ーの激突がまさに始まる。弱肉強食時代へと

小売商は更なる専門店化しないとアウト

か！？・・・厳しい・・ 

加藤 勉 会員 

 昨年 12月 10日で 72歳に

なったのを機会に従業員に

話をしました。昭和 44 年会

社を創立して 47年になり、あ

と 3年間を頑張って 50年一

線を引退する予定を話しま

した。従業員が後を継いでやってくれることにな

っており、残りの 3 年を健康に気をつけて行きた

いと思います。 

山口光男 会員 

 昨年と同じように仕事が順

調に行く年にしたい。 

また、早い対応と健康に

注意して頑張りたい。 

 

 

石井英男 会員 

 新年、明けましておめでと

うございます。明るく、楽しく、

元気で、健康で！ 

 

 

馬場知行 会員 

 今年の抱負は、9 年後に

大きな行事を控えているの

でそろそろ準備に入ろうかと

思っている一年になります。 

健康に注意して頑張って

まいります。 
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木下純一 会員 

 昨年は仕事で気を抜いて失

敗してしまいました。今年は気

を引き締めて行きます。 

また、ロータリーではふれあ

い鴻巣ウォーキングで大事な

お役目も頂く予定ですので、精一杯努力して行く

ことを決めました。 

青木日出光 会員 

 面倒なこと嫌なことに積極的

に取り組む。 

「40 才台最後の年」をアグレッ

シブに活動したい。今年はお

みくじを 2回引いて 2回とも「大

吉」でした。 

柿沼洋一 会員 

 7 月から会長としての 1 年が

始まります。一生懸命頑張りま

す。多くの本を読み人間力を

高めたいと考えています。また

仕事は息子と一緒に仲良く元

気に頑張ります。 

井上脩士 会員 

 今年は新年早々から徳之島

の郷友会が連日でありました。

今年、来年と徳之島町会会長

を引き受けた関係で多くの郷

友会に招かれています。徳之

島に対して何か貢献できないかと考え、「ふるさと

納税」を行いその使い道を LCC を誘致する活動

資金に使ってもらう事を提案しようと考えています。

さらに、「徳之島を花いっぱい活動」へ積極的に

応援していこうと思っています。 

細野潤一 会員 

 今年の抱負は、のらりくらりと

生きる。健康に注意する。仕

事を一生懸命やる。スキーを

もっとうまくなる。職業奉仕委

員長をしっかりやりとげる。よろ

しくお願いします。 

委員会報告 

親睦・家族委員会      馬場知行 委員長 

1. 12月 23日忘年会は 23名

の会員、及び奨学生盧 

志英さんの参加もあり盛大

に行われました。 

2. ソウル国際大会参加の「渡

航のためのお伺い書」が

届きましたので参加予定の方にお渡しします。

よろしくお願いします。 

社会奉仕委員会      寺西修身 委員長 

1. ペットボトルキャップ回

収結果報告。90ｋｇ（7

袋）、45 人分ポリオワク

チン。3/16 例会で下期

回収希望。 

2. 3/23（水）献血例会実施

予定。 

2/11（木）バレンタインコンサート（桶川）、3/27

（日）第 5 回定期演奏会（混声合唱団ひびき/桶

川）ぜひ、皆様コンサートへご来場ください。 
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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 422,209 円
本 日 の 合 計 20,000 円
次回繰越金合計 442,209 円  

 

 

 

 

編集後記 

 1月 19日（火）朝日新聞天声人語。南極の昭和

基地近くで 1983 年に採取されたコケに含まれて

いた「クマムシ」体長が 1ｍｍ程度、4 対の足で歩

く、昆虫ではなく緩歩動物門に分類される。30 年

以上冷凍保存されていたクマムシが解凍されて

復活し、繁殖にも成功したそうです。何故だかは

不明、今後解明されると臓器の保存、老化防止

などに役立つかも？              （ＳＩ） 

 

 

 

 

 

 

個人スマイル 

宮城 仁会員…明けましておめでとうございます。当社魚

孝の寿司をご利用頂きありがとうございます。2月よ

り、八木橋の弁当コーナーを利用し変わった弁当を

提供します。 

馬場知行会員…明けましておめでとうございます。恒例の

御祈祷会を 2月 6日に行います。ご参加をお願いし

ます。 

スマイル 1  明けましておめでとうございます。今年もよろしく

お願い致します。 

津田健三会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会

員・山口光男会員・間室照雄会員・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・柿沼洋一会員・

坂口正城会員・田邊 聖会員・寺西修身会員・細野潤一会

員・木下純一会員・青木日出光会員・宮内たけし会員 

 本日 修正 

 1月 13日 12月 31日 12月 16日 

 1131回 1130回 1129回 

 通常例会 移動例会 移動例会 

会 員 数 31 33 33 

出 席 数 21   

欠 席 数 7   

例会出席率 68% 100% 100% 

Ｍ Ｕ 数 3   

合計出席数 24   

出 席 率 78% 100% 100% 
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ふるさとの杜 
2016年 1月 6日撮影 

 

 
蠟梅（紀陸会員） 

 

 
蠟梅（村田会員） 

 

 
雪柳（井田会員） 

 

 

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 

1月 20日 

（水） 
第 1132回通常例会 

1月 27日 

（水） 
振替休会 

1月 28日 

（木） 

第 1133回移動例会 

4RC合同例会 


