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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      大澤二三夫 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）              

 柿沼洋一会員 

 宮内たけし会員 

委員会報告 

ＰＥＴＴ報告 柿沼洋一会員 

特別委員会(ウォーキング) 山口光男委員長 

特別委員会(ウォーキング) 井上脩士委員長 

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 1143回例会 2016年 4月 13日 

日 
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会長挨拶             小林玲子 会長 

4 月 7 日木曜、東松山武

蔵ロータリークラブの例会に、

間室会員、山口会員の 3 名

で第 23回ふれあい鴻巣ウォ

ーキングのキャラバンに行っ

て来ました。帰る時に 7 名の

参加者名簿をいただき、嬉しかったです。お待ち

しています。すでに済んだキャラバンの方、また、

残る 2 クラブに行かれる方、よろしくお願い致しま

す。そして、キャラバンの皆様ご苦労様です。 

 4月 8日金曜日は、第 5グループ親睦ゴルフで

した。天候に恵まれ桜が咲いている中でゴルフが

出来ました。わがクラブは寺西会員が準優勝、小

畑会員が 3位に輝きました。団体戦では 2位にな

りました。参加者の皆様、お疲れ様です。 

 東京 2020大会エンブレム最終候補 4作品が、

14,599 の力作の中から絞り込まれました。A 組市

松紋 Bつなぐ輪、広がる和 C超える人 D晴れ

やかな顔、花咲く 。皆様は、どれがいいです

か。 

 

 

 

 

幹事報告             坂口正城 幹事 

① 4 月 8 日（金）第 5

グループ親睦ゴルフコ

ンペ開催 参加者 津

田  小畑 小林 馬場

知行  松本  寺西  宮

内 ７名の参加  

② 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 参加者 宮城 

大澤 柿沼 坂口 4名の参加 

③ 4月 15日（金） 第 6回会長幹事会 

場所 松美家 18：00～ 

④ 4 月 18 日（月）「ふれあい鴻巣ウォーキング」

総務部会  

会場 和風レストランとき 18：30～ 

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 20 日（水）「ふれあい鴻巣ウォーキング」

決起大会会場 鴻巣市社会福祉センター  

⑦ 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 

⑧ 4月 23日（土） ふれあい鴻巣ウォーキング 

場所 陸上競技場 7：00集合 

⑨ 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 

⑩ 5 月 27 日（金）～29 日（日） 国際大会参加 

13名 

⑪ ６月 8日（水）パスト会長会  

会場 大正家 18：00～ 
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卓話 私の履歴書 

 柿沼洋一 会員 

鴻巣で生まれ中学校

まで地元の学校に通い、

県立松山高校から専修

大学に進み、一時は公

認会計士を目指しました

があえなく挫折。在学中

からアルバイト三昧でした。 

就職活動をしないまま大学の時のアルバイト

先の紹介で銀座の不動産会社が経営するお

店に雇われ、忙しく働いていましたが半年で社

長のご家族ともめ退職。系列のレストランのチ

ーフから声がかかり与論島のリゾートホテルの

開発に加わり、宿泊担当支配人を拝命するま

で頑張りました。現在も「プリシアリゾート与論」

として続いています。冬季にはホテル営業で東

北地方の旅行代理店のドサ回りもしました。 

休暇で鴻巣の実家に帰ったところ、父がバ

ブルに踊らされ大変な状況に陥っていました。

そんなわけで実家に戻り家業を整理してまた東

京に行くつもりでしたが、状況が許さずそのま

ま実家の家業を継ぎました。度重なる困難に出

くわしましたが、大変身の回りの人々に恵まれ

て人の道を踏み外さずに済みました。地元に

戻ってからもいろいろありましたが、様々な方々

とのご縁を戴き現在まで商売を続けさせていた

だいています。ロータリーでも皆様方から可愛

がって？いただき感謝の気持ちでいっぱいで

す。今後とも宜しくお願いいたします。 

宮内たけし 会員 

誕生日：1941年 05月 12

日生まれ 3人兄弟の末っ

子  

誕生地：満州国新京特別

市吉林大路 

父  ：田中初太郎（明治

42年 11月 10日生）大分県出身 82歳で他界  

母  ：田中トシ子（大正 3年 2月 23日生）愛媛

県出身 102歳 

父は警視庁中野署元勤務 兄、姉は東京で誕生 

後 満州警察 

名前の由来：川島義之 第19師団長 第25代陸

軍大臣  

引揚船で博多港へ  父はシベリアへ 母一人 

子供 3人を連れて帰国 

終戦当日の母の手記 

父帰国 大分県国東、福岡県遠賀郡 九州三菱

炭鉱での生活 

高 校：東筑高校 

大 学：中央大学法学部法律学科（文学部史学

科から転部） 競争率 35倍 

小泉一兵衛 流通（SSDDS）コングロマリット経営

（複合企業）に惚れ込む 

上野 赤札堂 入社…小泉一兵衛氏に寵愛され

る 

幸運の星の下に生まれた私 

27歳で結婚 妻 21歳 あと 2年で金婚式 

関連会社 東天紅へ USA東天紅へ 小泉一兵

衛 58歳で他界  

アメリカで独立レストラン経営のオーナー フロリ

ダ州の州都（Tallahassee） 

人生は誰と出会うかによって変わるもの 

ふれあいウォークのテーマソング「道」の誕生に 3

つのマーチの作詩があった。 

北本歩こう会の歌 

東松山 日本スリーデーマーチの大会歌「さあ

歩こう」…中田喜直先生の作曲 

ちいさい秋見つけた 

メダカの学校 夏の思い出 

東京国際スリーデーマーチの大会歌（風の色

に抱かれて） 

この度の、良き出会いに感謝！ 
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委員会報告 

PETT報告        柿沼洋一 会長エレクト 

１． クラブフォーラムについて 

2016～2017 年度  ジョ

ン・ジャーム RI 会長は「人

類に奉仕するロータリー」

をテーマに掲げました。ロ

ータリアンが集うのは『奉

仕』のためであり、人類に

奉仕する名誉を授けられ

た私たちには奉仕を行っていく責務があると語っ

ています。これを受けて浅水尚伸ガバナーエレク

トは、RI のテーマを地区の活動方針とし、地区運

営方針のテーマを「楽しいロータリークラブを作り

上げよう」としました。鴻巣水曜ロータリークラブの

テーマは「ロータリー活動を楽しみ、クラブの満足

度を上げよう！！」としました。一年間委員会活

動を中心に会員の皆さんが楽しく親睦を深め、ロ

ータリーに対する満足感が高まれば幸いです。7

月までに準備を整え良いスタートが切れるように

頑張りますのでご協力をお願いいたします。 

特別委員会 （ふれあい鴻巣ウォーキング） 

 山口光男 委員長 

 ふれあい鴻巣ウオーキン

グの開催が間近になり、こ

れまでの参加申込者は、

900 名ぐらいになります。例

年とおりの申込者数ですが、

今後も参加の受付を致しま

すのでよろしくお願いしま

す。現在までのご来賓に、井原ガバナー、浅水

ガバナーエレクト、大貫ガバナーノミニーが参加

の返事を頂戴しています。当然ですが、井原ガ

バナーには、ご挨拶をしていただく予定です。来

週の4月20日は、鴻巣市社会福祉センターにお

いて、午後 6 時 30 分から決起大会になります。

また、4月 22日の準備、23日の大会当日は、主

催者として参加協力をよろしくお願いします。 

 

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 

 現在協賛金は、223口集まっ

ています。会員の皆さまありが

とうございました。また、レク協

の皆さまも予想以上の協賛金

を集めて頂きました。感謝申し

上げます。早速、お礼状と共

に招待券を送らせて頂きます。 

花チャリティ 

間室照雄 会員 

 

新品種 あじさい（八重咲） 

 ブルー系のあじさいは土の中のアルミニウムイ

オンと紫の色素が結びついて、ブルーの花にな

ります。根元に灰をまくと土が中和され色がぼや

けてしまいますので酸性の土になるように赤土を

まくと良いでしょう。梅雨時にアジサイの色が変化

するのは雨によってアルカリ物質が流されて土が

酸性にかたむくためです。（花言葉 うつり気） 
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出席報告            宮城 仁 委員長 

 

 

 

 

ふるさとの杜 

    アオキ            坂口正城 会員 

 

 

平成 28年 5月 5日 撮影 

 

 

 

スマイル報告         田邊 聖副 SAA 

 

 

前回までの合計 596,209 円

本 日 の 合 計 26,000 円

次回繰越金合計 622,209 円  

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 東京 2020大会エンブレムが決まりました。皆さ

んの予想は当たりましたか？地味でインパクトに

欠けると私は思いましたが。しかし、よく見ると日

本的でシンプルな図柄でいいのかも！ 

                           （SI） 

 

 

 

 本日 修正 

 4月 13日 4月 6日 3月 30日 

 1143回 1142回 1141回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 32 31 31 

出 席 数 25 23 19 

欠 席 数 6 6 7 

例会出席率 78% 74% 61% 

Ｍ Ｕ 数 1 2 5 

合計出席数 26 25 24 

出 席 率 81% 81% 77% 

個人スマイル 

山口光男会員…早退します。 

スマイル 1  4月 19日地区協議会には、関係者全員参加で

おおいに盛り上がりましょう。 

津田健三会員・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・山口光男会員・間室照

雄会員・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・宮坂良介会員・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・松村豪一会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

鴻巣市総合福祉センター 18：30～ 

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 

鴻巣市陸上競技場 7：00～ 

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・配偶者誕生祝・

結婚月祝い 

会員卓話 加藤文男クラブ研修

委員長 

5月 18日 

（水） 

第 1147回通常例会 

会員卓話 宮城 仁会員 

ペットボトルキャップ回収 

5月 25日 

（水） 

第 1148回移動例会 

市民活動センター 18：30～ 

会員卓話 間室照雄会員 

寺沢銀三会員 

食事 庄や 19：30～ 

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 


