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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  

 間室照雄 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 間室照雄会員 

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 石川和枝会員   柿沼洋一会員  

配偶者誕生月祝い 宮坂晴子様    加藤はつ子様 

 馬場好江様     

結婚月祝い 小林忠司会員   山口光男会員 

 松本安永会員   山川泰利会員 

 柿沼洋一会員   佐々木倉造会員 

卓話 津田健三会員 

委員会報告 

親睦・家族委員会 馬場知行委員長 

特別委員会 井上脩士委員長 

広報・雑誌委員会 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 

 

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 1142回例会 2016年 4月 6日 

日 



2 / 6 

 

 
 

会長挨拶             小林玲子 会長 

今週はキャラバンに 2 回

行って来ました。会員の皆

様は日中の仕事の合間、

また夜はお疲れのところ、

ありがとうございます。行田

RC のキャラバンでは山口

会員に迎えに来て頂いて、早めに着いたので、

会場近くのスーパーでお茶を飲んで行きました。

こうした時間も良いです。県会議員の方の卓話を

聞きました。この先、高齢介護者が増え、介護の

仕事をする若者が少なくなる傾向、また、そのよう

な仕事を嫌う傾向になるよう。国では介護者ロボ

ット開発をしていると聞き、本当にびっくりしました。

元気に年を重ねて行きたいです。 

 4 月 3 日は「すいの会（鴻巣水曜ロータリークラ

ブの奥様と女性会員）」で桜を見に行って来まし

た。宮城明美様、加藤はつ子様、馬場好江様、

井上洋子様、佐々木美智世様、私の 6 人です。

最初の予定は上野の桜見物でしたが、皇居の桜

を見られるのが一週間延び今日が最終日という

事で、急遽東京駅に変更。東京駅の改札口を出

たところから長蛇の列です。おしゃべりしながら歩

いていたので、長い時間とは感じませんでした。

手荷物チェック、ボディチェックを受けて入れまし

た。時間をかけて来た甲斐がありました。何と広く、

その中にある桜の木は何とのびのびとしているの

でしょう。自然と、とってもゆったりとした気持ちに

なりました。 

ランチはパレスホテルに行ったのですが、いっ

ぱいで、駅ビルの沖縄の定食に変わりました。思

いがけず沖縄料理を食べることが出来ました。

13,000 歩以上歩いたようです。色々案内をしてく

ださった佐々木様ありがとうございます。すいの

会の奥様方、素晴らしい企画を設けて頂き、あり

がとうございます。感謝申し上げます。 

 

幹事報告             坂口正城 幹事 

① 4 月のロータリーレートは

116円です 

② 4月 8日（金）第 5グルー

プ親睦ゴルフコンペ開催 

8 名参加予定 津田 小

畑 小林 馬場知行 松

本 寺西 宮内 山口 

③ 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名参加予定  

宮城 大澤 柿沼 坂口 

④ 4月 15日（金） 第 6回会長幹事会 

場所 松美家 18：00～ 

⑤ 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 

⑥ 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 

⑦ 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 

⑧ 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 

⑨ 5 月 27 日（金）～29 日（日） 国際大会参加 

13名 

会員誕生月祝い      柿沼洋一 会員 

 4 月 20 日で 56 歳に

なります。また、4 月 24

日で結婚 28年になりま

す。一番下の娘が就職

しました。現在 3 週間

の予定でハリウッド化

粧品の研修に行って

います。親として一つの大きな仕事が終わった気

がしています。これからも小林会長の所のドリンク

を飲んで一層頑張ります。ありがとうございます。 
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奥様誕生月祝い 

加藤 勉 会員 

 私の奥さんはつ子、4

月 7 日明日 71 歳の誕

生日になります。22 歳

の時結婚しましたので

49 年になりました。60

代に色々な手術をしま

したが、近頃は元気で

す。毎週日曜日になるとショッピング、ドライブな

ど一人でも出かけて、秩父方面のソバ屋さんは

おいしい所を探して良く行っております。夜にな

ると近所のおばさんと 1 時間位歩いておりまして

元気にやっております。 

馬場知行 会員 

 家内は 4月 18日で

63 歳になります。今

日も寺の奥様方と会

議をしております。私

と家内とで交互に出

かけることにしており

ます。息子もおりますが、あてになりません。二人

でこれからも元気にやっていこうと思います。 

結婚月祝い 

小林忠司 会員 

 結婚して 46 周年に

なります。良く持った

と思っております。若

い時、仕事でいつも

一人でしたので大変

だったと思います。私

の足も治りましたので

6 月頃天橋立の方に鳥貝を食べに行く予定です。

本日はありがとうございます。 

松本安永 会員 

 

 お祝いありがとうございます。 

柿沼洋一 会員 

 

乾杯               小畑正勝 会員 

 

皆さん、おめでとうございます！ 

米山記念奨学会寄附感謝状授与 

 

小林忠司 会員 第 5回マルチプル 
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大澤二三夫 会員 第 3回マルチプル 

 

井上脩士 会員 第 2回マルチプル 

 
小林玲子 会員 第１回米山功労者 

卓話             津田健三 会員 

1. 3月例会、欠席多く申し

訳ございません。 

 ①大宮中央 RC30周年に

参加。 ②神戸 2680 地区

の地区大会 2日間参加。 

 ③仙台 2520 地区の地区

大会 2 日間参加。④八潮イブニング RC にて卓

話。 

＊RI 会長代理の話、ロータリーは体の一部、私

自身はロータリーは仕事の一部です。 

2. 私の経歴、子供の頃の忘れられないこと。 

 ①小学校 5年の時、蔵に閉じ込められた。②中

学校 3年の時、北上川を泳いで渡る。 ③石巻高

校への通学、13ｋｍを自転車で 1時間。 

3. 年を重ねると云うことは大変だと義父が良く云

った。私も目が悪くなる。耳は聞こえなくなる。忘

れ易くなる。しかし悪いことだけではない。世の中

の動き、時代の変化が見えるようになる。「老いは

全ての人に平等である」「年を重ねる愉しみもある

さ」そう思っている。 

 ①健康第一、金でもない。名誉でもない。②病

気の 9 割は歩くだけで治る。現代病の大半は歩

かないことが原因。③健康には酵素（野菜・果物）

を多く食べること。 

起床時水を飲む。有酸素運動、歩く。8 分目の食

事を私は心掛けている。 

委員会報告 

親睦・家族委員会       馬場知行 委員長 

①国際大会については先日

会長と間室国際奉仕委員長

と私と東武トップツアーズと

の打合せを行いました。な

お、会員はガバナーナイト

に参加し、奥様方は（4 名）

は別行動となります。②ゴルフについては第 5G,

ライオンズ、次いで 4Cコンペが 5月 17日（火）に

あります。今の所 7 名の参加を予定しています。

あと一人をお願いしたい。 

特別委員会           井上脩士 委員長 

 今日現在で 220口協賛金

が集まっております。目標

口数は 240口でしたのでほ

ぼ目標に達しています。皆

さんありがとうございました。

また、レク協の皆さまにも多

くの協賛金を集めて頂きました。来週には招待券

を同封したお礼状を送りたいと思います。 

広報・雑誌委員会      大澤二三夫 委員長 
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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 573,209 円

本 日 の 合 計 23,000 円

次回繰越金合計 596,209 円  

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 昨夜は、熊谷市三ヶ尻の作り酒屋「権田酒造」

におじゃまして大吟醸・純米吟醸・古酒（45 年）な

どを堪能した。埼玉県は全国でも4位の生産量を

ほこるそうです。わが鴻巣にもりっぱな酒蔵があ

ったのに残念です。              （ＳＩ） 

 

 

 本日 修正 

 4月 6日 3月 30日 3月 16日 

 1142回 1141回 1139回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 23 19 21 

欠 席 数 6 7 6 

例会出席率 74% 61% 68% 

Ｍ Ｕ 数 2 5 4 

合計出席数 25 24 25 

出 席 率 81% 77% 80% 

スマイル 1  ふれあい鴻巣ウォーキングまであと 17日です。

よろしくお願いいたします。 

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・寺澤銀三会員・馬場知行会員・間室照

雄会員・松本安永会員・蓮江郁夫会員・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 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

4月 30日 

(水) 
振替休会 

5月 4日 

(水) 
法定休会 

5月 11日 

(水) 

第 1146回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月

祝い・結婚月祝い 

会員卓話 

5月 18日 

(水) 

第 1147回通常例会 

会員卓話 

ペットボトルキャップ回収 

5月 25日 

(水) 

第 1148回夜間移動例会 

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 


