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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  

 小畑正勝 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 小畑正勝会員 

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 加藤文男会員   宮内たけし会員  

 宮城 仁会員   津田健三会員 

配偶者誕生月祝い 山川亜古様    井上洋子様 

結婚月祝い 津田健三会員   馬場知行会員 

 井上脩士会員    

卓話 加藤文男会員 

委員会報告 

社会奉仕委員会 寺西修身委員長 

特別委員会 山口光男委員長 

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 1146回例会 2016年 5月 11日 
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会長挨拶             小林玲子 会長 

石川和枝会員との出会い

は、高校に入学して、1 年の

時に一緒のクラスになってか

らです(彼女はおかっぱの髪、

私はおさげ髪の 16 才の乙

女)。登山部では 3年間一緒

に色々な山に登りました。また、彼女は書道を選

択で、素晴らしい成績でした。大学に入学してか

らは離島クラブに入り、活動的なところもあります。

大学を卒業後は、定年退職するまで小学校の教

師一筋です。書初め職を命じられると、優先順位

が一番で、何をおいても役を果たすという責任感

がありました。 

 鴻巣水曜ロータリークラブに入会したきっかけ

は、石井パスト会長の時の職場訪問に参加した

時です。ホテルで昼食をして、フェリーで東京湾

を巡回しました。そして、宮城会員と加藤会員に

頼んで、ロータリーの説明を、彼女にして頂きまし

た。その話を聞いて、その場で入会を決めてもら

えました。自分の考えと合えば決めるという決断

力があると感心しました。帰りの新幹線の中では、

職場訪問の感想文を依頼すると、さらさらと書い

て、これからのロータリー活動で頼もしいと思いま

した。素晴らしい友が逝ってしまい、ほんとうに残

念です。 

幹事報告             坂口正城 幹事 

① 2016 年 5 月のロータリ

ーレートは 1 ドル 110

円です 

② 4月 18日（水）「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～（クラブ

内 MU） 

③ 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 

④ 4 月 20 日（水）車椅子ボランティア研修会 

会場 鴻巣市社会福祉センター 16：30～ 

小林会長 成田ボランティア副委員長 出

席（クラブ内 MU） 

⑤ 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（クラブ内

MU） 

⑥ 5月12（木）木曜ゴルフ会 大麻生ゴルフ場 

3組予定（クラブ内 MU） 

⑦ 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

（クラブ内 MU） 

⑧ 5月 27日（金）～29日（日） 国際大会参加 

12名 

⑨ 6 月 8 日（水）パスト会長会 会場 大正家 

18：00～ 

⑩ 6月 13日（月）第 5グループ現次年度会長

幹事会及び懇話会合同会議開催予定 

会場 東武バンケット 16：30～ 担当クラブ 

上尾北 RC 会長幹事 次年度会長幹事 

会員誕生月祝い 

加藤文男 会員 

 

5月 1日で 61歳になりました。 

20年程前ロータリークラブに入会した時点では

最年少でしたが、年齢的には中堅以上になって

しまいました。 

日々夢をもって生きたいと思います。ありがとう

ございました。 
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宮内たけし 会員 

 

明日から後期高齢者だそうです。気持ちはい

つまでも青年でありたいと思います。感性を磨き、

充実した日々を送りたいと思います。ご指導の程

よろしくお願いします。 

「恋の津軽十三湖」の歌碑が完成します！ 

お陰様で 8月 3日、十三湖の湖畔に歌碑が建つ

ことになり、除幕式が行われます。出席して参りま

す。感謝申し上げます。 

宮城 仁 会員 

 

本日は誕生月を祝って頂きありがとうございま

す。私も今年 73 歳となりました。おじいちゃんへ

の仲間入りです。会員の皆さまと「家庭でできる

健康法」と題し、黒酢と玉ねぎを用意し、玉ねぎ

をスライスしミキサーにかける。プラスチックの

BOX 内に出来上がった玉ねぎミックスを冷蔵庫

にて冷凍する。出来上がったシャーベット状の玉

ねぎを 3個程毎日食べる。又はハチミツと一緒に

飲む。 

津田健三 会員 

 
私の誕生日は 5 月 25 日です。満 82 歳になり

ます。元気でゴルフを楽しんでいます。 

結婚記念日は、5月 18日です。58回目です。良

くここまでこれたと思っております。歳を重ねるこ

とは大変なことです。今になって判って来ていま

す。 

奥様誕生月祝い 

井上洋子 様 

 

今回は、ご招待ありがとうございます。もうすこし

で還暦になります。5 月 14 日（土）より「オープン

ガーデン」が始まります。皆さん、是非いらしてく

ださい、母のお茶を飲みに！ 

結婚月祝い 

津田健三 会員 
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井上脩士 会員 

 

乾杯               柿沼洋一 会員 

 

皆さん、おめでとう 乾杯！ 

東久邇宮国際文化褒賞受賞祝い 

津田健三 会員 

 
おめでとうございます！ 

卓話 

クラブ研修リーダー 加藤文男 会員 

 RLI はロータリアンとして

会員個々でのスキルアップ、

研修リーダーは RLI と重複

するところは多々ありますが

大枠として戦略計画に携わ

る。 

内容としては 

1、会員基盤の維持。 

2、地域及び海外支援。 

3、ロータリープログラムの支援であると理解して

おります。 

具体的な手法としては、数回に分けて例会時に

数項目ずつするのが良いと思います。 

委員会報告 

社会奉仕委員会        寺西修身 委員長 

1. ふるさとの杜の下草刈り、

清掃活動では 5月 7日

（土）AM8：30～10：30、

12 人の会員のご参加あ

りがとうございました。 

2. 5 月 18 日（水）、例会に

てペットボトルキャップの回収を致します前回

同様、ご自宅・職場にて保管されているもの

をたくさんご持参下さい。前回は 90ｋｇ回収し

ました。 

特別委員会           山口光男 委員長 

 先日のウォーキングでは

皆様方のご協力により大成

功したと考えております。

参加者等の数については

お手元に資料をお配りしま

したので参考にして下さい。

近々、レク協とともに反省会を行いますので関係

会員は参加をお願いします。 

お客様          鴻巣市商工会青年部 

 平成 28 年 9 月 7 日（水）、おおむらさきゴルフ

倶楽部にて第 5回チャリティーゴルフ大会を開催

します。多くの皆様の参加をお願いするとともに

協賛金のご協力も併せてお願い致します。 
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出席報告            宮城 仁 委員長 

 

 

花チャリティ 

間室照雄 会員 

 

アジサイ（紫陽花） 

 6月から 7月にかけて開花し、白、青、紫または

赤色の蕚（がく）が大きく発達した装飾花をもつ。 

 花の色はアントシアニンという色素によるもので、

これに補助色素とアルミニウムのイオンが加わる

と青色の花となる。アジサイは土壌のPHによって

花の色が変わり、酸性ならば青になる。 

 

スマイル報告         田邊 聖副 SAA 

 

前回までの合計 622,209 円

本 日 の 合 計 32,000 円

次回繰越金合計 654,209 円  

 

 

 

 

編集後記 

 今月下旬に伊勢志摩サミットが開かれます。 

（一昨年親睦旅行で行きました。）その影響で都

内の警備が厳重になっているようです。なにごと

も起こらなければいいですが。熊本の大地震の

後なので少し心配です。          （SI） 

 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 5月 11日 4月 23日 4月 20日 

 1146回 1145回 1144回 

 通常例会 移動例会 移動例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 24   

欠 席 数 6   

例会出席率 75% 100% 100% 

Ｍ Ｕ 数 2   

合計出席数 26   

出 席 率 81% 100% 100% 

個人スマイル 

大澤二三夫会員…5月 18日母が 87才の人生を閉じまし

た。色々反省する事があります。 

小林玲子会員…コスメチャリティ、ご協力ありがとうございま

した。 

スマイル 1  おかげさまで、ふれあい鴻巣ウォーキング大盛

況でした！ 

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・山口光男会員・間室照雄会員・蓮江郁

夫会員・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・成田志津子会員・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  5月 13日は、クラブ創立記念日です！ 

津田健三会員・小林忠司会員・間室照雄会員・松本安永

会員・加藤文男会員・寺西修身会員・木下純一会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさとの杜除草作業 平成 28年 5月 7日 

 

 

 

 

 

5月 18日 

（水） 

第 1147回通常例会 

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～ 

東久邇宮国際文化褒章受章報

告 津田健三会員 

6月 1日 

（水） 

第 1149回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生月祝

い・結婚月祝い 

6月 8日 

（水） 

第 1150回通常例会 

クラブ協議会 

6月 15日 

（水） 

第 1151回通常例会 

クラブ協議会 

6月 22日 

（水） 
休会 

6月 29日 

（水） 

第 1152回移動例会 

最終例会 

親睦ゴルフ 

親睦ボーリング 28日 13：30集合 

和風レストランとき 17：30受付 

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 


