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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  

 細野潤一 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 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 

会員誕生月祝い 馬場知行会員 蓮江郁夫会員 

 石井英男会員 馬場知範会員 

 大澤二三夫会員 細野潤一会員 

 青木日出光会員   

配偶者誕生月祝い 津田仁美様 成田康雄様 

 寺澤トシ様 間室伸子様 

結婚月祝い 坂口正城会員 田邊 聖会員 

 宮内たけし会員   

卓話 鴻巣市長 原口和久様 

委員会報告 

ＩＭ 坂口正城幹事 

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 

花チャリティ 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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 「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 

 第 23 回ふれあい鴻巣

ウォーキングのポスター

ができました。今回は B

コースが新しくなり、まだ

行っていないので、昨日

二ヶ所行って来ました。 

円通寺は大本山円覚寺百観音霊場第四十二

番札所。円通寺の板碑、三十三観音(鴻巣市指

定有形文化財(彫刻)があります。次に久伊豆神

社に行きました。忍領境界石標（鴻巣市指定有

形文化財）があります。屈巣久伊豆神社の歴史

が書かれた立派な立看板があります。ウォーキン

グの途中に足を休めて、読んで下さい。B コース

のテーマ「緑豊かな郷土の史跡を訪ねて」にぴっ

たりです。会員の皆様、ご家族、周りの人にお声

を掛けて頂き、大勢の人の参加を宜しくお願い致

します。 

幹事報告             坂口正城 幹事 

① 2016 年 2 月のロータリ

ーレートは、120円 

② 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

があり坂口幹事が出席 

場所 鴻巣市文化センター3階 開会 19：00 

③ 2016年 1月 28日（木） 法要寺大聖不動明

王初縁日大護摩供が開催され柿沼エレクト

が出席 

④ 2016年 1月 28日（木）4クラブ合同例会開催

22名出席  

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 

⑤ 2016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～ 

⑥ 2016年 2月 28日（日） IM  

開催予定場所 上尾文化センター 12：30

受付 

会員誕生月祝い 

 

馬場知行 会員 

 2 月 6 日に 67 歳となります。「ダンカイの世代」

と言われ、人口が多い年代となりますが、まだま

だ頑張って世の中に尽くしたいと考えています。 

蓮江郁夫 会員 

 

石井英男 会員 

 

大澤二三夫 会員 

 

細野潤一 会員 

 いつもお世話になりま

す。今日は、誕生月とい

う事でお祝いを頂きまし

た。ありがとうございます。

今月26日で68歳になり

ます。そろそろ世代交

代の時期なので早めにしたいと思っています。こ
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れからもいろいろな方向、いろいろな事に挑戦し

ていきたいと思っています。今後ともよろしくお願

いします。 

青木日出光 会員 

 2月 24日で満 49歳に

なります。40台最後の年

を謳歌したいと思いま

す。 

奥様誕生月祝い 

津田健三 会員 

 仁美は 2 月 10 日で 79

歳になります。年とともに

少し気が強くなっておりま

す。私の方は年と共にだ

んだん優しくなって来てお

ります。うまく出来ているも

のですね。 

成田志津子 会員 

 本日はお祝いを頂戴

いたしましてありがとうご

ざいます。寒さが続きま

す、皆様お体ご自愛下さ

いませ。何よりも健康第一と痛感しております。 

寺澤銀三 会員 

 

間室照雄 会員 

 2 月 24 日で家内は

68 歳になります。日本

ハンギングバスケット協

会の本部講師をしてお

り、全国で二人だけな

ので、全国を駆け回っ

ております。鴻巣市内においても、花まつりや駅

前の吊り鉢など NPO の一員としてお世話になっ

ております。 

結婚月祝い 

坂口正城 会員 

 本日 2 月 3 日が私ども

の結婚記念日です。30年

を迎え妻をいたわり、楽し

く過ごしたいです。 

 

田邊 聖 会員 

 

 宮内たけし 会員 

 結婚 48 年、間もなく

金婚式を迎えることに

なります。これからも健

康に留意しお互いに

助け合って参ります。

本日はお祝いいただき

ありがとうございます。 

乾杯                  盧 志英さん 

 

Yingye! 

 
米山奨学金授与 
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委嘱状授与 

次年度地区諮問委員       津田健三 会員 

 

次年度地区青少年・米山学友委員会 

井上脩士 会員 

 

次年度地区会員増強委員会 

大澤二三夫 会員 

 

卓話 

鴻巣市長                原口和久 様 

合併 10周年を迎えて～今後の市政運営～ 

1. 合併 10 周年と合併の

成果について 

2. 昨年 10月の「健康づく

り都市」宣言 

「人もまちも健康」なま

ちづくり 

3. 健康の観点から、総合病院誘致について 

4. 喫緊の課題～鴻巣市の人口と少子高齢化

に対応する施策～ 

鴻巣市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定 

5. 平成 28年度以降の課題事業 

 ・ 鴻巣駅東口通り地区市街地再開発事業 

 ・ 新ごみ処理施設整備事業 

 ・ こうのとりを育む環境整備事業 

 ・ 健康づくり都市宣言に基づく健康づくり事 

   業      

6. 2月以降のイベント開催について 

 ・ 鴻巣びっくりひな祭り 2016 

 ・ ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」展 

 ・ 鴻巣パンジーマラソン 
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委員会報告 

IM                  坂口正城 幹事 

 2 月 28 日（日）、上尾文

化ホールにてＩＭが実施さ

れます。参加される方は、

当日 10 時 30 分に鴻巣駅

に集合して下さい。後日詳

細を連絡いたします。 

親睦・家族委員会       馬場知行 委員長 

 国際大会（ソウル）参

加について 

参加者が一人増えて

13名（2泊 3日 10名、

1 泊 2 日 3 名）となりま

した。参加者でまだ「渡

航のためのお伺い書」を東部トップツアーズ(株)

に FAX していない方は早めにお願いします。 

社会奉仕委員会        寺西修身 委員長 

 こうのす男女共同参画の

集いについて 

2月 27日（土）12時開場、

クレア鴻巣（大ホール） 

アトラクション、講演会を実

施します。ご家族で是非ご

来場ください。女性の支援、共同参画にもご理解

ご支援下さい。 

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 480,209 円

本 日 の 合 計 25,000 円

次回繰越金合計 505,209 円  

個人スマイル 

宮城 仁会員…本日は、ココイチのスープカレーです。よ

ろしく、食事有難う御座います。 

馬場知行会員…私どもの宝持寺は、2 月 6 日に節分祈祷

会を行います。できたらご参加下さい。 

山口光男会員…市長、卓話よろしくお願いします。 

スマイル 1  本日は節分です。鬼は外、福は内！ 

津田健三会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会

員・間室照雄会員・松本安永会員・蓮江郁夫会員・井上脩

士会員・石井英男夫会員・柿沼洋一会員・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・宮内たけし会員 

スマイル 2  市長、卓話宜しくお願い致します。 

小林忠司会員・加藤文男会員・大澤二三夫会員・木下純 

一会員 

 本日 修正 

 2月 3日 1月 28日 1月 20日 

 1134回 1133回 1132回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 25  21 

欠 席 数 6  8 

例会出席率 80% 100% 68% 

Ｍ Ｕ 数 0  2 

合計出席数 25  23 

出 席 率 80% 100% 76% 
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花チャリティ             間室照雄 会員 

 耐暑性・耐寒性に優れて

いる。花は小さいが美しく、

また香りがよい。 

 

 

 

 

 

デンドロビウム・キンギアナム 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 松山英樹プロがフェニックスオープンで 2 勝目

をあげた。本戦 18 番の下りのバーディーパット、

思わず目を閉じて祈った。敵地でプレーオフを戦

って優勝、感動しました。4月のマスターズが今か

ら楽しみだ。                   （ＳＩ） 

 

 

 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 10日 

（水） 
第 1135回通常例会 

2月 17日 

（水） 
第 1136回通常例会 

2月 24日 

（水） 
休会 

2月 28日 

（日） 

第 1137回移動例会 

IM 上尾文化センター 

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 


