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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           石井英男 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 石井英男会員 

お客さま紹介 小林玲子会長 

会長挨拶 小林玲子会長 

幹事報告 坂口正城幹事 

お客様挨拶 北上尾 RC 中村清治様 

 片桐稔明様 

私の履歴書 細野潤一会員 

  青木日出光会員 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 田邊 聖副 SAA 

点鐘 

 

わ 

 

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 1135回例会 2016年 2月 10日 
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会長挨拶             小林玲子 会長 

 2 月 8 日（月）春節、中国の

旧正月です。関西空港では

中国人観光客が 2万 7600人

到着で混んでいます。前後 5

日～14 日の 10 日間でおよそ

55 万人到着の予想、昨年の

30％UP するようです。家電や

化粧品の爆買いだけでなく、美容、カラオケという

体験型の人気が出ています。日本の化粧品は品

質がよく安心で、人気が高いです。 

 2 月 8 日（月）、盧 志英さん（米山奨学生）と細

野会員の運転で横浜の中華街が春節なので行っ

て来ました。ゆっくりと中華料理を食べて、店から

出ると、爆竹や太鼓の音が聞えて来ました。伝統

の獅子舞「彩青」が始まり、各店舗の商売繁盛、

五穀豊穣を祈って、獅子が銅鑼や太鼓に合わせ

て激しく踊り、最後に後ろ足で立って伸び上がり、

店先につるされた祝儀袋「紅袋（ほんぱお）」を銜

えると爆竹が鳴り響き、観衆から大きな歓声がわき

おこります。目前で見ること出来ました。志英さん

に懐かしいと思ってもらえたら、嬉しいです。 

幹事報告             坂口正城 幹事 

 2 月 28 日（日）IM が上尾市

文化センターで開催されます。

10時 34分に鴻巣駅に集合で

す。上尾駅到着後えびす亭

で食事の予定です。全員の

参加をお願いいたします。 

お客様挨拶    北上尾 RC 中村清治 様 

本日は 2月 28日に開催さ

れます IMのキャラバンでお

伺いいたしました。皆様のご

参加をお待ちしております。

よろしくお願いいたします。 

 

北上尾 RC 片桐稔明 様 

 IM開催にあたり大國博ガ

バナー補佐のメッセージを

お預かりし参りました。代読

いたします。 

本年度の IMは RI テーマ

「世界へのプレゼントになろ

う」、地区のテーマ「ロータリ

ーは奉仕を通じて人づくり」とありました。私はガ

バナー補佐の仕事を通じて勉強させていただきま

した。それは井原ガバナーの訪問に同行して、各

クラブの協議会に先立って行われた会長、会長

エレクト、幹事を含めた懇談会に意味があったと

感じました。井原ガバナーが一貫していたのは各

クラブの現状分析を的確に行い、クラブの改善点、

将来を見据えたご指摘をしていたことが、大変印

象に残りました。会長と会長エレクト、幹事さんが

ガバナーを交えて意見交換することは少なくとも

向こう三年間に亘るクラブの短期、中期の問題意

識を共有できます。クラブ運営の中心になる三役

がそれらを引き継ぎながら、今年やったことの反

省や改良点を次年度、そして次々年度へとかけ

てより良い方向に向かっていくことがクラブ活性化、

そして発展に繋がっていくことと思います。 

また、地区大会に於いて RI会長の代理の鎌倉

RC の菅原光志さんの話にもありましたが、クラブ

を引っ張っていくのは会長の意欲次第というシン

プルな指摘に同感しました。従って、今回の IMの

テーマは「どんなプレゼントを贈りますか」というこ

とで、各クラブの会長エレクトに現在の奉仕活動

の中味の洗い直しをすることや、新しい奉仕事業

の立ち上げを考え、それに向かって一歩でも前進

することが会員の増強や地域での存在を広めるこ

とができると思います。そんな「プレゼント」を考え

て頂ければと発表の時間をもうけさせて頂いてお

ります。 

IM の構成のⅠ部は式典、そのなかでの明日の

プレゼントの発表、Ⅱ部は前聖学院大学の学長

でした姜尚中先生に、「地域再生と新世代育成」

という題目でロータリーの地域活動と青少年育成
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について講演していただきます。Ⅲ部はジャズ演

奏家での各クラブ交流会という設定になっていま

す。以上のような内容となっておりますが、各クラ

ブにおかれましては全員登録で当日のご参加を

お願いいたします。大変貴重な時間をいただき、

ありがとうございました。 

私の履歴書            細野潤一 会員 

 私は昭和 23年 2月 26日東

京千駄ヶ谷で生まれました。

練馬の工業高校を卒業後、日

産のディーラーで半年ほど車

の整備の仕事をし、その後父

の仕事であった、小型建設機

械の整備の仕事を手伝う様に

なりました。 

昭和 49年 11月に有限会社細野工業を設立し

て今年で 41 期目になります。現在は主に道路建

設機械の整備、改造等の仕事を、2 社（大成ロテ

ック㈱、鹿島道路㈱）様の機械センター内で仕事

をさせていただいております。 

家族は、長男（37 才）と現在一緒に仕事をして

おります。長女は、上尾の方で孫 2 人と会社勤め

をしております。 

趣味はスキーとスクーバダイビングです。スキー

はシーズン 4回～5回ほど戸隠とか尾瀬 湯沢方

面に、スキークラブの人やダイビングの仲間と行っ

ております。キャリアは 45年程になります。 

ダイビングは 43 歳から始めて 24 年間ぐらい楽

しんでおります。初めの頃は伊豆半島の赤沢とか

川奈、伊豆海洋公園等でよく潜っていました。そ

の頃は一眼レフのフィルムカメラをアルミのハウジ

ングに入れて写真を撮って楽しんでおりましたが、

最近は扱いやすい、コンパクトデジカメをアクリル

のハウジングに入れて撮っております。 

ロータリークラブに入会して約 2 年余りになりま

すが、なかなか皆様の活動に協力できていませ

んが、これからも、よろしくお願いします。 

 

青木日出光 会員 

1967年 2月 24日に足利

市に生まれました。父親は

桶屋とそろばん塾を経営し

ていました。 

姉と弟の 3 人兄弟です。

近所では有名なガキ大将で、

よくお袋が苦情を言いに来

た人たちに謝っていました。そんな時でも親父は

何も言いませんでした。小学生の時は勉強もせず

に、登校前は釣り、放課後は野球ばかりしていま

した。5 年生の時に担任の先生（人生最高の恩

師）の指導のもと勉強が楽しくなり学年で 2番にな

りました。中学ではサッカー部に入りました。 

高校は佐野高校に進学し、人生の転機となるラ

グビーと出会ってしまいました。相手選手に全力

でぶち当たっていいスポーツは当時の私にはとて

も魅力的でした。全国大会常連校の練習はとても

厳しく、いつ辞めようかと考える程でした。3 年生

の時には日本代表の一次候補に選ばれるまでに

なりました。3 年生の 5 月に右ひざ靭帯断裂の大

けがをしてしまいましたが、県大会の決勝にはな

んとかグランドに立つことができました。この試合

の対戦相手は作新学院で、56 対 3 で快勝しまし

た。この試合は TBS で全国放送されました。高校

日本代表の最終合宿にも召集されましたが、最終

選考には漏れてしまいました。大けがをして、一

度選手生命を諦めた私には一夜の光に十分でし

た。 

大学は中央大学に進学して 4 年生の時にはキ

ャプテンに抜擢されました。就職活動は売り手市

場で、当行からも一回目の面接で内定をいただき

ました。しかしながら単位が足らずに卒業できなか

ったため断念せざるをえませんでしたが、翌年に

も声をかけて頂き入社しました。入社 2 年目学生

時代から交際していた女房と結婚することになり、

2男に恵まれました。大学 2年の次男もあと 2年で

社会人となります。なんとかあと 2 年は銀行をクビ

にならないように頑張ります。 
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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 505,209 円
本 日 の 合 計 26,000 円
次回繰越金合計 531,209 円  

 

 

 

編集後記 

今回もお二人の「私の履歴書」を拝聴いたしま

した。当たり前ですが十人十色、まさに人生いろ

いろだなと痛感したしだいです。次回の人生いろ

いろが楽しみです。             （K．T） 

 

 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 本日 修正 

 2月 10日 2月 3日 1月 28日 

 1135回 1134回 1133回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 22 25  

欠 席 数 7 6  

例会出席率 70% 80% 100% 

Ｍ Ｕ 数 2 0  

合計出席数 24 25  

出 席 率 77% 80% 100% 

お客様スマイル 

中村清治様…本日は IM のキャラバンとしてお邪魔しました。

よろしくお願いいたします。 

片桐稔明様…本日は IM のキャラバンに参りました。よろしく

お願いいたします。 

スマイル 1  上尾北 RC中村様、片桐様ようこそ！ 

津田健三会員・小林忠司会員・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・間室照

雄会員・松本安永会員・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・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・宮内たけし会員 

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 

3月 2日 

(水) 
IM振替休会 

3月 9日 

(水) 

第 1138回通常例会 

会員誕生月祝い 令夫人誕生

月祝い 

3月 16日 

(水) 

第 1139回通常例会 

会員卓話 

3月 23日 

(水) 

第 1140回移動例会 

献血 鴻巣市総合福祉センター 

3月 30日 

(水) 

第 1141回移動例会 

鴻巣市民活動センター18：00～ 

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 細野潤一 成田志津子  

青木日出光 


