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例会開始前の握手会 

 

国歌・ロータリーソング斉唱  

    （君が代・奉仕の理想） 

 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和  

 青木日出光 会員 

 

会長挨拶            柿沼洋一 会長 

こんにちは。ここ数日不

安定な気候となっています。

体調の管理には十分にご

留意ください。 

会長として初めての会

長挨拶をさせて頂きます。 

昨年の 12月から準備期

間があった様な、無かった様な。雑事に追われ

ながらなんとなくロータリーのことを考える時間

例会プログラム 

司会 小畑正勝 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 青木日出光会員 

お客様紹介 柿沼洋一会長 

会長挨拶 柿沼洋一会長 

幹事報告 田邊 聖幹事 

結婚・誕生祝い 

会員誕生祝い  小林玲子会員 井上脩士会員 竹内

幾也会員 宮坂良介会員 

令夫人誕生月祝い 竹内知子様 馬場裕美子様 松本英

子様 青木由香様 山口玉禅様 

結婚月祝い 馬場知範会員 蓮江郁夫会員 

委員会報告 

親睦委員会 加藤文男委員長 

出席報告 山口光男委員長 

スマイル報告 寺西修身副 SAA 

点鐘 
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が増えたのは確かなことでした。 

ペッツを受けて、事務局の石井さんから毎週

いろいろなメールが来て、思っていたよりも遥か

に時間が取られることに驚きました。毎年そうな

のだと思いますが小林前会長も坂口前幹事も

大変だったと感じました。一つ一つ前向きに処

してまいりたいと思っています。私には想定でき

ていなかったことや、地区や地域の関係団体か

らの要請等につきまして、その都度役員を中心

にご相談をかけますので皆様のご指導ご協力

をお願いいたします。 

そんな中 6月 22日 田邊幹事と事務局の石

井さん、大島さん、小林さん、大澤さん、井上さ

んのお骨折りにより「年度計画書」を作ることが

できました。ありがとうございました。1 年間の指

針となりますので是非ご活用ください。なお、十

分注意をしたつもりでしたが何点か不備が見つ

かりましたので、後程田邊幹事からお知らせい

たします。 

話は変わりまして、7 月 1 日一般社団法人鴻

巣北本青年会議所の例会に行ってきました。

OB としての参加でした。来年 6 月にブロックの

会員大会を主管するそうで、OB の知恵を借り

たいとの例会でした。2,000 名以上の埼玉県内

の JC会員が会する大会を 28名の会員で運営

することは大変なことです。後輩たちの意気込

みを感じてきました。 

若いということでもう一つお話をします。最近

また「致知」という月刊誌を購読し始めました。

硬い内容の雑誌ですが先日届いた 8月号の中

で幕末の偉人といえる「吉田松陰」と「橋本左内」

の話がありましたので、ご披露いたします。幕末

に幾多の志士を輩出した長州藩、その長州の

『吉田松陰』が、松下村塾を最初に開いた叔父

の子供玉木彦介の元服に際し立派になってほ

しいと創案した「士規七測」があります。その中

で 1．志を立てること。2．友を択ぶこと（択ぶ＝

良い方を選択する）3．聖賢の書を読むこと。こ

の 3つによって人は磨かれる。と言っています。

また、同時代の福井藩藩士の『橋本左内』は 15

歳の時に書いた「啓発録」で人物を磨く要諦は

5つ。とし 1．稚心（幼稚な心）を去れ。2．気を振

るえ 3．志を立てよ。4．学に勉めよ。5．友を択

べ。と説きました。両人とも大変立派な業績を残

しましたが吉田松陰は 29歳。橋本左内は 26歳

で共に安政の大獄で人生を閉じられました。若

いという意味では、JC の後輩たちも頑張ってお

りますが、幕末の志士たちの凄さ、日本人の素

晴らしさを改めて再認識いたしました。 

そんなことを感じながら、一年をスタートした

いと思います。 

また、会長にはなりましたが私自身はせっかち

で、おっちょこちょいな性格でもありますのでそ

のことを皆様の頭の片隅にでも置いておいて下

さい。 

「報告です。」 

去る 7 月 2 日 「広報・会員増強維持部門」

の合同セミナーが越谷コミュニティーセンターで

開催され、会員増強委員長の馬場知行会員と

行ってまいりました。 

1. 冒頭の浅水ガバナーの挨拶 

・今後のロータリーにおいてこの両部門が特に

重要な役割を担っている、と思うので今日は参

加されたみなさんに有意義な時間となることと

思います。 

・1917年 6月 18日アメリカ アトランタで開催さ

れた第 8 回ロータリー年次大会でのアーチクラ

ンフ会長が「世界で良いことをするために基金

を作るのが、きわめて適切だと思われる。」と演

説をしたそうです。そしてロータリー財団が生ま

れ、来年は 100周年を迎えます。 

・また長年の悲願であったポリオ撲滅が目前に

迫っている。 

・この 2 つの大きな歴史的転換期にあたる今こ

そが、世界中の人々にロータリーを知ってもらう

絶好の機会と捉え多くの仲間、協力者を作って

いくことができる。と話をされました。 

・各部門セミナーに参加して「楽しいクラブつくり」

に役立ててもらいたい。と話を絞めました。 
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2. 広報部門担当諮問委員 渡邊パストガバナ

ーの話 

・会員増強にはロータリアン自身がロータリーを

よく理解する必要がある。このことによってロー

タリーを伝え、PR でき、増強につながる。と話さ

れました。 

3. 会員増強維持部門担当諮問委員 田中パ

ストガバナーの話 

・会員増強の秘訣を 3つ挙げた。 

① 例会の充実 講師の選別、おいしい食

事、座席の工夫 

② 広報の充実 ホームページの活用 更

新 動画の活用 

③ 交流の充実 多様性を実感できる各種

会議、大会への参加 

現在 国内 92,300人、2,300 クラブ  世界 120

万人 35,000 クラブ。さらなる増強を望みます。

と話された。 

その中で 

・田中パストの新会員介入の基準は・・その方と

一緒に食事をしたいかどうか。だそうです。 

4. 梶間順子広報部門委員長の話（浦和中央

RC） 

・本年度をロータリーの『広報元年』と捉えてい

る。 

・会員増強に使える名刺大の RC 説明カードの

作成、クラブ紹介の DVD制作。DVDは 100枚

の写真、動画、BGM を織り交ぜて約 10 分のも

ので 15,000～20,000円で出来る。 

   25周年に活用できそうです。 

5. 中里静博増強維持部門委員長の話（越谷

RC） 

・1996年の 125,000人をピークとして漸減し、現

在下げ止まった感があるが、世界で良いことを

するために会員の増強が不可欠です。 

・2770地区は 3,000名を目指して会員の純増を

図る。会員の増強が奉仕活動の第一歩だと言

えます。 

以上報告でした 

追伸：帰りは馬場さんと大宮で楽しく・・・ 

あらためまして、１年間宜しくお願い申し上げ

ます。 

幹事報告            田邊 聖 幹事 

1. 7 月のロータリーレート

1 ドル 102円 

2. 7 月 2 日（土）広報・会

員増強部門合同セミナー

開催 

場所：越谷コミュニティーセ

ンター  柿沼会長 馬場会員増委員長 

3. 25 周年実行委員会、広報雑誌・会報委員

会開催 

場所：和風レストランとき 柿沼会長 松本委

員長 小畑アドバイザー 小林会員、大澤

会員、寺西会員、青木会員  

4. 7 月 12 日（火）第 3 回第 5 グループ会長・

幹事会開催 

場所：メイキッス（鴻巣） 柿沼会長 田邊幹

事 

5. 7月 8日（金）事務局研修会開催 

場所：ラフレさいたま   事務局 石井さん、

大島さん 

6. 7月 13日（水）通常例会 大貫等 G補佐来

訪 

7. 7 月 16 日（土）ロータリー財団部門セミナー

開催 

場所:春日部市民会館  柿沼会長 小林

忠司部門長 

8. 7 月 17 日（日）米山記念奨学部門セミナー

開催 

場所：ラフレさいたま  柿沼会長 小林忠

司部門長 

9. 7月 28日（木）移動例会 暑気払い 

場所：熊谷ガーデンパレス 
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結婚・誕生祝い 

 

 

 

 

 

 

 

会員誕生祝い 

     小林玲子 会員 

一ヶ月前はお見舞いを

頂いてありがとうございまし

た。今日は誕生お祝いあり

がとうございます。これから

は健康に気を付けて、ロータリー活動、他いろ

いろ楽しんでいきたいと思います。 

     井上 脩士 会員 

7月 13日で 64歳になり

ます。65 歳を過ぎてから

の10年の人生を考えてい

ます。 

まずは、健康、楽しみ、

仕事について。健康については、体調管理・睡

眠・体を動かす、食事。楽しみは、楽しいゴル

フ・三線・園芸・農業・友達との語らいなどなど。

仕事は、在宅中心の医療活動（患者により近い

所で）を行っていく。すべてにおいて、“楽しくな

ければ”です。本日はありがとうございました。 
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宮坂良介 会員 

 今月で 55歳になります。 

本日は記念品をありがとう

ございます。 

 

令夫人誕生月祝い 

松本安永 会員 

 誕生祝いに切り花あり

がとうございます。 

本日水曜日は定休日で

すが、家内は今日も朝か

ら店に降りて、息子と現

場に行く準備をしていま

した。井上先生と同じ 13

日が誕生日で、今年で 62歳になります。まだま

だ現役のスタッフとして頑張ってもらいたいと思

っています。 

山口光男 会員 

 本日は、かみさんの誕生

祝ありがとうございます。

今月の 30 日生まれという

ことになります。たいへん

体は丈夫で殆ど医者に罹

ったことがありません。たまには、健康診断を受

けるようにと言うのですが一向に行く気はない

ようです。会長からお祝いに切花を頂戴しまし

たが、かみさんは、お花が大好きなのでとても

喜ぶと思います。ありがとうございます。 

青木日出光 会員 

 妻 7月 23日生まれで竹

内会員と同日、私が 2 月

24 日で間室会員令夫人

と同日でわずか 31 名の

会員の中で運命を感じま

す。 

家内は今月で 50歳となり、同学年ではありま

すが 2月までの半年は、私は 40歳台ということ

で優越感を持てます。 

結婚月祝い 

 蓮江郁夫 会員 

結婚して 8年になります、

7月 7日に式を挙げました。 

4 歳になる娘が居て目がぱ

っちり、まつげが長いかわ

いい娘です。私が 90 歳の

時、20 歳になるので毎週ロ

ト 7 を買っていますが当たりません。長生きする

よう頑張りたいと思います。 

委員会報告 

親睦委員会           加藤文男 委員長 

本年度は家族がとれて

（親睦委員会）が正式名称

となります。 

7 月度最終例会は、納涼

暑気払いをガーデンパレス

熊谷で 18:30 より行います。 

また屋外が工事中のためバンケットルームで

7/28、木曜日に決定しました。 

親睦旅行は 9/3～5，2泊 3日で神戸よさこい

祭、姫路城、天空の城、城之崎温泉、伊根湾め

ぐりに決まりました。 

会員の皆様、多数の参加をお願いします。 

出席報告          山口光男 委員長 
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スマイル報告   寺西修身 管理運営部門長 

 

 

 

 

前回までの合計 0 円

本 日 の 合 計 22,000 円

次回繰越金合計 22,000 円  

 

 

今後の活動予定 

 

 

 

編集後記 

久しぶりのクラブ会報編集作業。 

今週 7月 10日は鴻巣夏祭りがありました。商

工会からの依頼で旧中山道歩行者天国会場

3km の放送設備設営の依頼があり、初めての

事でも失敗は許されない。評価は反省会の報

告待ちですが、自分としては最善を尽くした結

果で終える事ができました。 

この年になっても好奇心から、頼まれたことを

断れない性格が、この先何をもたらすのか。 

Y.M 

 

 本日 修正 

 7月 6日   

 1153回 回 回 

 通常例会   

会 員 数 31   

出 席 数 22   

欠 席 数 6   

例会出席率 70.97%   

Ｍ Ｕ 数 3   

合計出席数 25   

出 席 率 80.65%   

スマイル 1  柿沼年度のスタートです 

宜しくお願いいたします 

津田健三会員・小林忠司会員・小畑正勝会員・加藤 勉会

員・寺澤銀三会員・山口光男会員・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・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・松村豪一

会員 

7月 13日

（水） 

第 1153回通常例会 

地区役員表敬訪問  中長期

に関するクラブフォーラム 

7月 20日

（水） 

第 1154回通常例会 

クラブ協議会 

25周年実行委員会 

7月 28日 

（木） 

第 1156回移動例会 

夜間例会  暑気払い 

 会場：熊谷ガーデンパレス 

8月 3日

（水） 

第 1157回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

8月 10日

（水） 

第 1158回通常例会 

外来卓話 

8月 17日

（水） 
休会 

8月 23日

（火） 

夜間合同例会 

鴻巣 RC 主幹 

 会場：レストランとき 

8月 31日

（水） 

第 1160回通常例会 

会員卓話 ロータリービジョン 

クラブ会報委員会 

委員長 松本安永    副委員長 寺西修身 

委 員 青木日出光  馬場知範  小林玲子 


