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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  

 加藤 勉 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 加藤 勉会員 

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 小畑正勝会員 小林忠司会員  

配偶者誕生月祝い 小畑絵里香様 蓮江珠代様 

 寺澤トシ様  間室伸子様 

卓話 米山奨学生 盧 志英様 

 蓮江郁夫会員 

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 

特別委員会 井上脩士委員長 

 大澤二三夫委員長 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 田邊 聖副 SAA 
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会長挨拶             小林玲子 会長 

 明後日は、東日本大震災

の 5年目です。その時、皆さ

んはどうしていましたか？私

は、5 年前エステサロンにコ

ーポの二階を借りていて、

お客様が帰った後で片づけ

をしていました。棚にあるキープボックスの化粧品

が落ちてきました。そして地震の時は、四本の柱

がある狭い所に居ると良いと聞いたのを思い出し

てトイレに逃げました。水が左右に揺れて溢れ、

体が固まっていました。揺れが収まって外に出て

見ると、ベルクの駐車場には、大勢の人が集まっ

ていました。夜は停電で、石油ストーブ、卓上コン

ロの準備もしてなくて皆でとても寒い夜過ごしまし

た。その後、オール電化でも石油ストーブの暖か

さが好きなので毎年使っています。サロンのお客

様のキープ化粧品には、名前、日付を記入して

シールを貼ります。日常生活の中で、震災は忘

れません。 

 また、5 年前の今頃は、ふれあい鴻巣ウォーキ

ングが 5月末開催で、開催するかしないか話しあ

いをしたのを思い出します。第 23 回ふれあい鴻

巣ウォーキングを 4 月 23 日(土)に開催出来るの

で嬉しく思います。周りの人にお声を掛けて頂い

て、大勢の参加をお願い致します。宜しくお願い

致します。 

幹事報告             坂口正城 幹事 

① 2016 年 3 月のロータリ

ーレートは、116円です 

② 2月 17日（水）第 23回

ふれあい鴻巣ウォーキ

ング全体会議が開催さ

れました 

場所 総合福祉センタ

ー 18：00～ 参加者 小林 津田 小畑 寺

澤 山口 井上 間室 加藤勉 松本 大澤 

田邊 木下 寺西 石井  計 14名の参加 

③ 2016年 2月 19日（金） 第 5回会長・幹事会

が開催されました。場所 寿司長 18：00～  

参加者 小林 坂口 

④ 2 月 19 日（金）地区ロータリー財団補助金管

理セミナーが開催されました 

場所 越谷コミュニティセンターポルテコホー

ル 12：30受付 参加者 柿沼  成田 

⑤ 2 月 28 日(日) ＩＭ開催 場所上尾文化セン

ター 12：30 受付 参加者 小林 坂口 津

田 宮城 小畑 加藤勉 寺澤 馬場知行 

山口 間室 松本 加藤文男 井上 柿沼 

田邊 木下 16名参加 

⑥ 3月 4日(金)～3月 5日(土) ペッツ開催予定 

参加者 柿沼 

⑦ 3月 5日（土） パンジーマラソン開会式  

参加者 小林 

⑧ 3月9日（水） ふれあい鴻巣ウォーキング第4

回総務部会 場所 和風レストランとき 18：

30～ 

⑨ 3月 11日（金） ふれあい鴻巣ウォーキング第

2 回全体会議 場所 鴻巣市総合福祉センタ

ー 18：30～ 

⑩ 3月 12日(土) 県立鴻巣高等学校第 68回卒

業証書授与式のご案内 

場所 本校体育館 10：00～開式 

⑪ 3月 13日（日） 米山記念奨学部門「修了式」

のご案内 会場 ラフレさいたま 3F「櫻ホー

ル」 開会 13：00～  参加者 山口 井上 

盧志英 

⑫ 4月 8日（金）第 5グループ親睦ゴルフコンペ

開催予定 

⑬ 4 月１１日（月）鴻巣ライオンズアイバンクチャ

リティゴルフ大会開催のご案内 場所 鴻巣

カントリークラブ 

⑭ 4月 19日（火）2016年地区研修・協議会のご

案内 場所 越谷コミュニティーセンター 

⑮ 5月 17日（火）4C合同親睦ゴルフコンペ開催

のご案内 場所 鴻巣カントリークラブ 
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会員誕生月祝い 

小畑正勝 会員 

今年も例会場で皆様

に誕生日を祝ってもらい

うれしく思います。私ども

夫婦は同じ 3 月生まれ

で、私が 8 日で妻が 14

日の生まれです。満 72

歳になります。（妻とはだいぶ離れています）同

時に 3月に歳を加えます。今年もほかでも何かと

時間が取られると思いますが、ロータリー活動は

今まで通り頑張って行きたいと思います。本日は

ありがとうございました。 

小林忠司 会員 

誕生祝いありがとうご

ざいました。私も今年で

74 歳になりました。商工

会長のほか埼玉県商工

会連合会の副会長、観

光協会の副会長として

やっております。何かやっている内は良いのです

が、だんだん年のことを考えてしまいます。今、午

前中は会社、午後は商工会に出ております。今

後も頑張って行きますので皆さまどうかよろしくお

願い申し上げます。 

奥様誕生月祝い 

小畑正勝 会員 

 

蓮江郁夫 会員 

3月 15日が妻の誕生

日で、プレゼントを何に

するか考えています。ま

だ若いので小さい子ど

ももいて幸せに生活し

ています。私も出来る

だけ仕事を続けられるようにしたいと思います。 

乾杯               寺澤銀三 会員 

 
皆さん、おめでとう！ 

米山奨学金授与 

 

卓話 

盧 志英 様 

いよいよ私はロータリーを

卒業しなければならない時

期がやってきました。ずっと

このまま、例会に参加し、み

んなと一緒に楽しくやってい

きたいですが、仕事が始ま

ったら、なかなかできなくて、それでも、卒業して

終わりのつもりではなくて、みんなとの絆を続けて

いきたいと思います。余裕があれば、例会に参加
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したいです、いろんなイベントに参加したいです、

成田様の会社の忘年会にまた飛び込みたいで

す、石井様にまた車の話、世の中の話を続けて

聞きたいです、寺西様とボウリングなどをやりたい

です。などなど、みんなは優しくて、できるだけ積

極的に話して、なかよくなりたいと思うですが、な

かなか忙しい方もいて、やり切れなかったですが、

この一年間、自分なりに頑張りました、悔いのな

い一年間が送ることができました。この一年間、

みんなとの沢山の思い出、一生忘れられない。

本当にありがとうございました。また、この場を借り

て事務局の石井様、大島様に感謝の気持ちを伝

えたいです、いつもすごく優しく接していただい

て、助けてくださって、本当に大変お世話になり

ました。最後に一番感謝しなければならないのは

私のカウンセラー山口様、例会場やイベント場所

の出迎え、奨学生に関する地区例会のご参加、

いろいろなイベントに連れて行っていただいて、

美味しい手作りの物を食べさせていただいて、沢

山お手間、ご迷惑をおかけして、本当にすみま

せんでした。本当にありがとうございました。 

この一年間、みんなにお世話になって、お礼と

して、ささやかなお別れのプレゼントをしたいと思

って、赤箱を作ってみました。箱も、中身もすべて

中国の独特の文化が染み込んでいます。お気に

入られたら、嬉しいなぁと思います。 

認知症について          蓮江郁夫 会員 

認知症とは 

いろいろな原因で脳の細胞

が死んでしまったり、働きが悪

くなったために様々な障害が

起こり、生活するうえで支障が

出ている状態。  

加齢に伴う物忘れ     認知症の物忘れ 

体験の一部分を忘れる   全体を忘れる  

物忘れを自覚している  物忘れの自覚に乏しい  

見当識障害はみられない     みられる  

日常生活に支障ない   日常生活に支障がある  

きわめて徐々にしか       

進行しない            進行性である  

MCI（軽度認知障害） について 

健常者と認知症の人の中間の段階 （グレーゾー

ン） 日常生活には支障がない状態  

MCI 5つの定義 

1. 記憶障害の訴えが本人または家族から  

  認められている。  

2. 日常生活動作は正常。  

3. 全般的認知機能は正常。  

4. 年齢や教育レベルの影響のみでは説明  

  できない記憶障害が存在する。  

5. 認知症ではない。  

・外で人と会うとき出かける前に必要な荷物をそ

ろえるのに手間どる。  

・約束の日時を何度も確認する。  

・外出をいやがる。  

・いつも参加していた会合に行くことが減る。  

・いつも同じ服を着ている。  

・日々の暮らしの中で日常的に掃除や洗濯をし

ていた人が今までにないミスが増える。  

・複数の作業を同時にこなせなくなる。  

・電話で受けた伝言を忘れる。  

・熱中していた趣味への関心が薄れる。  

MCIの予防 

・言葉のキャッチボールが脳の神経細胞を活性

化  

・料理のレパートリーを増やそう  

・楽しみながら、運動を習慣化しよう  

・頭の体操をしよう。ゲーム・パズルなど  

・手先を使って創作しよう。編み物・陶芸・模型な

ど  

・園芸で五感を刺激しよう  

・旅行に出かけよう。新たな出会い、自然に触れ

る  

認知症になりにくい生活習慣 

1. 食習慣   野菜・果物をよく食べる  

          魚をよく食べる  

          赤ワインを飲む  

2. 運動習慣  週 3日以上の有酸素運動をする  

3. 対人接触  人とよくお付き合いをしている  

4. 知的行動習慣 文章を書く・読む、ゲーム  
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5. 睡眠習慣  30 分以内の昼寝  起床後 2 時

間以内に太陽の光をあびる  

認知症で落ちる 3つの能力の鍛え方 

1.エピソード記憶 2日、3日遅れの日記をつける   

2.注意分割機能  料理を一度に何品か同時に  

             作る  

             人と話す時、相手の表情や  

             気持ちに注意を向ける  

3.計画力      旅行の計画を立てる  

            頭を使うゲーム（囲碁麻雀・・） 

委員会報告 

親睦・家族委員会       馬場知行 委員長 

4月 8日第 5Gのゴルフコ

ンペが大宮 GC にて行われ

ます。改めて依頼書を見ると

各クラブ 10名の参加依頼な

ので多くの参加をお願いし

ます。現在の所 8 名の参加

予定です。4月11日ライオンズチャリティコンペに

はそれ以外の方の参加をお願いします。 

社会奉仕委員会        寺西修身 委員長 

3 月 23 日（水）12：00～

16：00献血例会があります。

是非多くの方のご参加をお

願いします。当日はふれあ

い鴻巣ウォーキングの事務

手続きも実施します。 

特別委員会           井上脩士 委員長 

 本日の段階で 59 口の協

賛金が集まっています。 

目標は 240 口です。ご協力

をよろしくお願いします。 

 

 

特別委員会         大澤二三夫 委員長 

 3 月 11 日（金）6：30～福

祉センターにてウォーキン

グ全体会議が行われます。

多くの会員の参加をお願い

します。 

また、今月末ごろより第

5G ほかの RC へのキャラバンを行いますのでご

協力をお願いします。 

出席報告            宮城 仁 委員長 

 

 

スマイル報告          田邊 聖副 SAA 

 

 本日 修正 

 3月 9日 2月 28日 2月 17日 

 1138回 1137回 1136回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 23  21 

欠 席 数 9  9 

例会出席率 74% 100% 70% 

Ｍ Ｕ 数 2  1 

合計出席数 25  22 

出 席 率 80% 100% 71% 
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前回までの合計 552,209 円

本 日 の 合 計 24,000 円

次回繰越金合計 576,209 円  

 

編集後記 

 盧志英さん、おめでとう。修了式でりっぱな挨拶

をされました。今後の仕事もりっぱにやられること

でしょう。ときどき例会に顔を出して下さい。メー

ルで近況報告でもかまいません。     （ＳＩ） 

 

今後の活動予定 

 

 

ロータリー米山記念奨学生 修了式 

2016年 3月 13日（日） 

ラフレさいたま 3Ｆ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

スマイル 1  蓮江会員卓話よろしくお願い致します。 

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・加藤文男会員・井上脩士会員・柿沼洋

一会員・坂口正城会員・小林玲子会員・田邊 聖会員・細

野潤一会員・青木日出光会員・宮内たけし会員 

スマイル 1  盧 志英さん卒業おめでとう！ 

津田健三会員・寺澤銀三会員・馬場知行会員・山口光男

会員・間室照雄会員・松本安永会員・蓮江郁夫会員・大澤

二三夫会員・寺西修身会員・木下純一会員 

3月 2日 

（水） 
ＩＭ振替休会 

3月 9日 

（水） 

第 1138回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月祝

い・結婚月祝い 

3月 16日 

（水） 
第 1139回通常例会 

3月 23日 

（水） 

第 1140回移動例会 

献血例会 

3月 30日 

（水） 

第 1141回移動例会 

夜間例会 

4月 6日 

（水） 

第 1142回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月祝

い・結婚月祝い 

4月 13日 

（水） 

第 1143回通常例会 

クラブフォーラム 

4月 20日 

（水） 
第 1144回移動例会 
ふれあい鴻巣ウォーキング決起大会 

4月 23日 

（土） 
第 1145回移動例会 
第 23回ふれあい鴻巣ウォーキング 

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 


