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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 間室照雄会員 

会長挨拶 柿沼洋一会長エレクト 

幹事報告 坂口正城幹事 

お客様 

 RI2770地区第 5Gガバナー補佐 大國 博様 

クラブ協議会 

次年度委員会委員長、部門長 

出席報告 加藤 勉会員 

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 1150回例会 2016年 6月 8日 

日 
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会長挨拶        柿沼洋一 会長エレクト 

こんにちは。今日は小林

会長のピンチヒッターで会長

挨拶をいたします。 

去る 4月 21日（土）行田ロ

ータリークラブ主催の講演会

に田邊聖さんと行ってまいり

ました。市民講座として小澤瑛会長年度で年 4

度開催しているものです。今回は独立総合研究

所所長の青山繁晴氏をお招きしての講演会でし

た。東日本大震災の話の中では、民間人として

最初に福島原発の一番危険な所まで視察をした

そうです。震災での被害ではなく津波による停止

とのことだった、というのが結論だそうです。青山

氏は危機管理が専門で原発に関しても専門家と

して現場に受け入れられたそうです。 

様々な問題があるにせよ、現状での原発廃止

論に関しては疑問があるとのお話がありました。 

太平洋戦争（青山氏は大東亜戦争と表現して

います）での硫黄島の話では、硫黄島の滑走路

のアスファルトの下にはいまだに 1万人以上の日

本兵のご遺骨が掘り起こされずに放置されている。

彼らは満足な武器も食料もない中、自分たちが 1

日頑張ればその分日本本土にいる家族の命が

伸びることを信じ戦った人々で、そのような方々

をいまだに放置しているこの日本という国はおか

しいと力説されていました。 

大変興味深い話が聞け、講演後も田邊さんと

話が盛り上がりました。 

また、行田ロータリークラブは東日本大震災後

に台湾の姉妹ロータリークラブより 300 万円の義

援金を頂いたそうです。その義援金をどう使うか

議論した結果自分たちでガレキの撤去をするボ

ランティア活動に使おうと決め、市民に呼びかけ

都合１６回大型バスを仕立て市民と共に日帰りで

その活動をしたそうです。すごいことをしているな、

と感じ入りました。大変有意義な時間を過ごすこ

とが出来ました。 

次年度の始まりが間近に迫りましたが皆様のご

支援とご協力をよろしくお願い申し上げ、ピンチヒ

ッターの会長挨拶といたします。 

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 
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クラブ協議会     柿沼洋一 会長エレクト 

ジョンＦ．ジャーム国際ロ

ータリー会長は「ROTARY 

SARVING HUMANITY(人類

に奉仕するロータリー)」を RI

のテーマに掲げました。浅水

尚伸地区ガバナーも RI テー

マを地区活動方針とし、地区運営方針を「楽しい

ロータリークラブを作りあげよう」としました。 

我が鴻巣水曜 RCは創立 25周年を迎えます。

創立当時会員の平均年齢は約 53 歳でした。現

在は約 63 歳です。個人のパワーで乗り切るより

みんなで(組織で)でやり切る。そんな意識も大切

にしたい。ロータリーの真髄は親睦と奉仕です。

ロータリー活動を楽しみながら親睦を深め、奉仕

活動を実践し、会員みんなのそしてクラブの満足

度を高め更なるクラブの発展に寄与したい。 

また、本年はロータリー財団 100周年の節目の

年でもあります。このことも念頭において 1年間活

動致します。 

2016～2017年度 鴻巣水曜 RCのテーマ 

「ロータリー活動を楽しみ、クラブの満足度を上

げよう！！」 

次年度 SAA             小畑正勝 会員 

2016 年-17 年度 2770

地区運営方針（楽しいロ

－タリ－クラブを作り上げ

よう）です。この運営方針

を基に創立 25 周年度の

鴻巣水曜ＲＣでは、柿沼

会長が「ロータリー活動を楽しみ、  クラブの満

足度を上げよう！」とクラブ運営方針を掲げ、皆

（クラブ組織）でやり通すクラブに発展させます。 

 

 

 

次年度クラブ戦略計画委員会 

大澤二三夫 委員長 

ふれあい鴻巣ウォーキン

グ、ふるさとの杜、鴻巣・吹上

RC との共同（協働）、クラブ

会報、青少年奉仕に関する

クラブの方針、以上の活動

について、現状を把握し、今

後の当クラブの方向性を考察する。 

次年度管理運営部門     寺西修身 部門長 

本年度も出席率の向上を

図り、90％の出席率を目標

とします。特に会員間の相

互理解、研鑽、親睦に努め、

会員の興味、ためになるプ

ログラムや日程、時間に配

慮した運営に努めます。マ

イロータリーの普及、利用促進に努め、楽しく参

加しやすい会を実施します。 

次年度プログラム・出席委員会 

山口光男 委員長 

創立 25 年目を迎える鴻

巣水曜ロータリークラブ、会

長の「ロータリー活動を楽し

む」をメインテーマに基づき、

新たな気持ちで第一歩を踏

み出したいと考えます。 

会員が、毎回の例会が楽しみだと思わせる企

画と内容の充実を図り、会員ひとり一人がクラブ

例会に参加する満足度を高めていきたい。 

次年度クラブ研修委員会  大澤二三夫 委員長 

 ロータリークラブに関する基

本的な情報伝達を入会 3 年

未満の会員に対して行う。 

特に今年度はクラブ創立

25 周年と並び、定款・細則の

見直しの年なので、全会員で

情報を共有できるようにする。 
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次年度広報・会員増 部門 井上脩士 部門長 

 柿沼会長が唱える2016-17

年度鴻巣水曜 RC のテーマ

「ロータリー活動を楽しみ、ク

ラ ブ の 満 足 度 を 上げ よ

う！！」にのっとり、ロータリ

ー活動を楽しみながら内外

への広報（ホームページの充実など）活動を行な

っていく。クラブ会報は従来通りに自前で制作を

続けていく。ロータリーの友は、内容の発表を通

じ会員の興味を湧かせる。多くの公共の場に置く

事で、市民が手にする事ができるように持ってい

く。 

会員増強においては、職業分類表を参考に多

くの会員候補を挙げ、40 名クラブへ持っていく。

会員候補者をクラブへ招待し卓話をお願いする。

また、例会の楽しさを味わって興味を持ってもら

う。 

次年度広報雑誌・会報委員会 

松本安永 委員長 

対内広報では、ホームペ

ージの更新をし、地区情報と

クラブ情報の交流を円滑に

推し進めます。対外広報で

はロータリーの具体的な奉仕

活動を、ロータリアン以外の

人に伝え、ロータリーの公共イメージと認知度ア

ップを図ります。 

クラブ会報は、会員に喜ばれ・楽しみにして読

みたくなる会報を作っていきます。会員全員がま

んべんなく写っている紙面づくりを行います。そし

て、手作の会報づくりを継続します 

次年度会員増強委員会    馬場知行委員長 

創立 25周年を迎える我が

クラブにとって、一番は会の

活性化です。会員増強を通

じて仲間の輪を広げ、これか

らの 30年、40年後をしっかり

と見据えて体制強化を図りた

い。 

奉仕プロジェクト部門     成田志津子部門長 

「人類に奉仕するロータリ

ー」を掲げる国際ロータリー

会長に呼応し鴻巣水曜ロー

タリークラブも、実行動に照

らし合わせた奉仕の精神を

大切に 同じ活動目標を持

って実践とし、一人ひとりの持てる力を存分に出

し合って多くの成果へと繋げて行きたいと思いま

す。 

 

第 5Gガバナー補佐          大國 博 様 

 

 一年間大変お世話になりました。ありがとうござ

います。 
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出席報告             加藤 勉 会員 

 

 

 

ふるさとの杜 

平成 28年 6月撮影 

 

 

スマイル報告          田邊 聖副 SAA 

 

 

前回までの合計 718,209 円
本 日 の 合 計 23,000 円
次回繰越金合計 741,209 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 ふるさとの杜では、季節ごとに多くの花を咲か

せます。日々、木々の成長が見られます。6 月中

にもしかすると「ゆりの木」に花が咲くかもしれませ

ん。是非、皆さん訪れて見て下さい。    （SI） 

 

 

 

 本日 修正 

 6月 8日 6月 1日 5月 25日 

 1150回 1149回 1148回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 31 31 32 

出 席 数 21 22 21 

欠 席 数 10 5 9 

例会出席率 68% 70% 66% 

Ｍ Ｕ 数 3 4 2 

合計出席数 24 26 23 

出 席 率 77% 87% 72% 

お客様スマイル 

大國 博様…1年間大変お世話になりました。 

個人スマイル 

加藤 勉会員…大國ガバナー補佐、1 年間お疲れ様でし

た。 

間室照雄会員…韓国旅行ではお世話になりました。 

スマイル 1  柿沼鮮度、クラブ協議会ご協力お願い致しま

す。 

津田健三会員・小林忠司会員・小畑正勝会員・寺澤銀三

会員・馬場知行会員・山口光男会員・松本安永会員・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・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・松村豪一会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月 15日 

（水） 
第 1151回通常例会 

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 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士    副委員長  田邊 聖 

委 員  成田志津子 細野潤一 青木日出光 


