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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        間室照雄 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 大澤二三夫会員 

会長挨拶 小林玲子会長 

幹事報告 坂口正城幹事 

卓話（私の履歴書）              

 小畑正勝会員 

 馬場知行会員 

委員会報告 

社会奉仕委員会 寺西修身委員長 

特別委員会(ふれあい鴻巣ｳｫｰｷﾝｸﾞ) 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 

点鐘 

 

わ 
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会長挨拶             小林玲子 会長 

明日から彼岸の入りです。

来週は両親、主人のお墓参

りに行って来ます。お墓参り

をすると心が落ち着きます。 

 私は、今年は役の当たり

年で大きな役が 2 つありま

す。まずは鴻巣水曜ロータリークラブの会長の大

役です。昨年7月に「クラブをひき継ぎ、人を繋げ

よう」の会長方針でスタートして、柿沼会長エレク

ト、田邊幹事エレクトは 2月には地区ロータリー財

団補助金管理セミナーに出席され、また次年度

25 周年事業も動き出しているので嬉しく思いま

す。 

 もう一つは自治会の会計です。こちらは 3 月ま

でです。1 年間の収支決算を作り上げて、監査の

承認を頂けました。ほっとしました。しかし、自治

会に加入している件数が、引っ越してきた 34 年

前の 20件程減少していてこの先どうなるのかと思

います。原因は高齢化の一人暮らし、また 2 人と

もに高齢、親戚の介護、様々です。この先ますま

す減ると、大きな自治会と合併とも耳にしました。

震災などで困ったとき皆で助け合わなければと思

います。 

 もう一つの依頼は、中学校の同窓会の幹事で

す。幹事会で女性はわかりましたが 30 年以上会

っていない男子はわかりませんでした。体型や髪

型が中学校時代から想像が出来ませんでした。

化粧品の仕事をしている私は、ヘアーやお肌の

男性化粧品に関心を持って磨きをかけてほしい

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告             坂口正城 幹事 

① 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～

出席者７名 小林 山口 

井上 柿沼 坂口 大澤 

寺西 

② 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～ 出席者 11 名 小林 山口 井上 

馬場 寺西 松本 青木 柿沼 木下 成田 

田邊  

③ 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 廬

志英 3名 

④ 4月 8日（金）第 5グループ親睦ゴルフコンペ

開催予定 8 名参加予定 参加者 津田 小

畑 小林 馬場 松本 寺西 間室 山口 

⑤ 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 4～8 名参加予定 柿沼 坂

口 宮城 大澤 

⑥ 4月 15日（金） 第 6回会長幹事会 

場所 松美家 18：00～ 

⑦ 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 13

名出席予定 

⑧ 4月 22日（金） ふれあい鴻巣ウォーキング準

備 場所 陸上競技場 13：00集合 

⑨ 4月 27日（火）～29日（金） 奄美 RC メーキ

ャップ 参加者 小林 津田 宮城 小畑 加

藤勉 寺澤 井上 柿沼 8名 

⑩ 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 8 名

出席予定 

⑪ 5 月 27 日（金）～29 日（日） 国際大会参加 

13名 
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卓話 私の履歴書 

小畑正勝 会員 

昭和 19年に母方の実家、

千葉県香取郡多古町で出

生届を出しました。親父は

務め人で、兄弟は男2人の

7人兄弟で長男です。子供

の頃の住居は東京・千葉・

埼玉と親父の務めの関係で引越しを経験しまし

た。平成 2年に母 66歳、平成 4年に父 82歳、ま

た妹 4女が平成 26年に癌のため 60歳で他界し

ました。残った兄弟 6人は、たまに連絡をとりあい

仲良く健康でやっています。 

昭和 43 年 5 月、東京板橋のアパートを借り、

そこを本社事務所として理化学機器の販売業を

始めました。主な顧客は新規大手先を開拓しな

がら理化学機器の注文取りが主でした。受注内

容は、消耗品器具・設備機器・材料等です。中で

も値の張る環境機器は、主力商品として扱いまし

た。昭和 45 年に大宮の自宅脇に熱処理機器専

門工場を建築して、環境機器の中でも手離れの

良い熱処理器を主体にした製品を製造するメー

カーを目指しスタートしました。製品の種類として

恒温槽、乾燥機、加熱炉。昭和 48年鴻巣を本社

工場として生産開始しました。同時に事務処理の

正確性を追求のためオフィスコンピューターを導

入しました。またそのオフコンを使い見積積算用

プログラムを開発運用しました。工場の生産現場

では自動化を目標に昭和 64 年 NC 自動工作機

械を設置、又 CAD/CAM システムで一連建築で

運用（富士通・アマダ・大塚商会）消却期間 11 年

で見ていましたが、今現在 16 年経過使用した今

でも現役でバリバリです。減価消却期間終了後

から始まる、利益貢献は多大です。 

 昔の出来事ですが、生死を分けるような事で、

「運よきこと」が何回かありましたのでお話します。

1. 7歳のとき、同級生と近くの池に魚とりに行き、

沈没寸前の腐れボートで遊ぶ内、池の中に落っ

こち底に足が着きそのリバウンドで浮上した所に

腐れボートの縁が丁度うまい具合手に当たり引き

上げられ助かったことを覚えています。2. 13 歳

の時、電車から降り階段に向かい混んだ駅のホ

ームを同級生と並んで端側を歩いていたら足が

滑って下まで落ちました。次の瞬間、脇腹が痛く

息が吸えない状態が続き、線路上でうずくまって

しまいました。ホームに電車が入って来なかった

ので一命は取り留めました。3. 趣味は細野さん

と同じ様にダイビングをしています。40 歳のころ、

沖縄が好きで良く行きました。羽田空港朝一番に

出発して、沖縄宮古島に行き、午後一のダイビン

グ船でマンタスポットへ 2ｍから 5ｍ位の大型エイ

が見られるポイントに行き、インストラクタの合図で

海に入り、目標への指示を受けて潜り始めます。

その日は 4～5ｍ潜水の所でエアーが渋くおかし

く感じ、ゲージを見ても異常とか変化が確認され

ないでいる内、仲間たちの居る 20ｍ海底に達し

てしまいました。急いで仲間にエアーの渋い事を

表現し伝えた所、貰える回答はなく、自身パニッ

クに成り覚悟をしました、その時ダイブショップ店

長の親父キャプテンが一個だけのマウスピースを

背後から私を組み押さえ口の中へ入れてくれまし

た。死を覚悟していた自分が生きられると思った

瞬間、バディもルールも忘れ、海底から力任せに

一気泳ぎで海面に出ました。水面すれすれに見

る水平線、今でも感動が焼き付いています。 

馬場知行 会員 

本来、家を継がなくと

も良い 3男に生まれまし

たが、兄 2 人はサラリー

マンになってしまい、結

局自分が継ぐことになり、

寺の収入では生活でき

ないため、先代住職と同じく市役所に勤める事に

なる。平成 3年には、父である先代が亡くなり、宝

持寺第 38 代に就任する。平成 5 年にはロータリ

ークラブ会員となり、また 6 年からは曹洞宗の役

職をいろいろとやって、20年に最終的には、関東

知事会会長（曹洞宗宗務所組織）という役職まで

なった。18 年間にわたる市職員の経験が生かさ
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れたと思う。 

ところで、父方の家系図が本家から出てきたの

を見ると、なんと初代が清和天皇で六孫王と言わ

れた源経基親王（鴻巣ゆかりの武将）そして、源

満仲次に源頼光の名が出てくる。この 2人に仕え

た渡邊綱が創建したのが宝持寺であり特に綱公

は頼光の四天王随一（他に坂田金時など）と言わ

れ、鬼退治で有名な平安中期の武将である。 

馬場家の先祖と私が住職をしている寺が、遠

い昔に繋がっていたのである。そして家系図を作

った馬場義久という人物は、清和源氏の出で有

名な武田信玄公の家老職を勤めた馬場美濃守

を先祖と仰ぎ、そして清和九代従三位源頼政の

直系 16代を継承し、この鴻巣の地に稲荷大明神

の夢枕のお告げで家を構えたとある。この家こそ

現鴻巣市宮前 415 番地の馬場本家で、なんと源

経基の館跡（現鴻巣高校隣）と、箕田郷網公の創

建宝持寺を結ぶ真ん中に位置していることも不

思議である。 

一見、田舎の小さな寺の住職を継いだのは、

貧乏くじを引いたと思ったが、とんでもない立派

な由緒ある寺であり、また本家の家系図からも歴

史上の人物を先祖に多く持ち、誇りを持って住職

の仕事そしてこれからの人生を使命感をもって歩

んで行きたいと思った。 

委員会報告 

社会奉仕委員会        寺西修身 委員長 

3月 23日（水）献血例会、

12 時～16 時まで、多数の

参加をお願いします。永年

の献血活動貢献に対し、

厚生労働大臣賞の候補に

なっています。決まり次第、

7月上旬に柿沼会長に出席をお願いします。5月

に上谷ふるさとの杜清掃活動の予定をしていま

す。詳細は後日連絡致します。多くの会員の参

加をお願いします。 

特別委員会（ふれあい鴻巣ウォーキング）  

井上脩士 財務委員長 

ウォーキング協賛金、今

日現在約 60 口集まってい

ます。目標は 240口です。 

23 日（水）献血例会、30 日

（水）夜間例会でも受け付

けますので宜しくお願いし

ます。最終は 4月 6日（水）例会日です。 

 3 月 25 日（金）夜、盧志英さん祝修了式を北鴻

巣駅西口中華食堂「紅秋」にて開催します。多く

の会員の参加をお願いします。 

大澤二三夫 ＰＲ委員長 

これから、第 5 グループ、

７クラブ及び東松山むさし

RC、行田RC、行田さくらRC、

吹上 RCへキャラバンに行き

ます。都合の付く方、是非、

一緒に行きましょう。上尾RC

（未定）上尾西 RC（3/30）上尾北 RC（4/15）桶川

RC（3/30）桶川イブニング RC（4/７）北本 RC

（4/14）鴻巣 RC（4/5）吹上 RC（4/12）東松山むさ

し RC（4/７）行田 RC（3/31）行田さくら RC（4/5）

以上宜しくお願い致します。 
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出席報告            宮城 仁 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさとの杜 

3月 21日撮影 

 

沈丁花（小林玲子会員） 

スマイル報告         田邊 聖副 SAA 

 

 

前回までの合計 552,209 円
本 日 の 合 計 21,000 円
次回繰越金合計 573,209 円  

 

 

 

 

 

編集後記 

 カーリング世界選手権で日本女子銀メダル獲

得。素晴らしい試合を続けてくれ感動しました。 

 LS北見の選手はすばらしい笑顔で試合に臨み

チームワークのよさが光りました。色白でかわいら

しい選手たちです。感動をありがとう。    （SI） 

 

 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 3月 16日 3月 9日 2月 28日 

 1139回 1138回 1137回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 21 23  

欠 席 数 6 6  

例会出席率 68% 74% 100% 

Ｍ Ｕ 数 4 2  

合計出席数 25 25  

出 席 率 81% 80% 100% 

個人スマイル 

寺澤銀三会員…志英さんが日中の架け橋になることを願

っています。 

山口光男会員…志英さん、米山修了おめでとうございま

す。 

スマイル 1  3月 23日献血例会よろしくお願いいたします。 

小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・馬場知行会

員・松本安永会員・加藤文男会員・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・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 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1137回移動例会・第 5グループ IM 

平成 28年 2月 28日（日） 

上尾文化会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


