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例会開始前の握手会 

ロータリーソング斉唱  

  鴻巣水曜ロータリー賛歌「われらが誇り」 

四つのテストの歌  奉仕の理想 

お客様紹介 

例会プログラム 

司会 小畑正勝 SAA  

点鐘 

ロータリーソング斉唱 

鴻巣水曜ロータリー賛歌：われらが誇り 

四つのテストの歌  奉仕の理想 

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 

お客様挨拶 

 鴻巣市商工会青年部監事 加藤文夫 様 

  こうのす花火大会実行委員長 陸田 学 様 

委員会報告 

米山記念奨学部門 小林忠司部門長 

親睦委員会 加藤文男委員長 

クラブフォーラム 

 25周年実行委員会 松本安永実行委員長 

出席報告 山口光男委員長 

スマイル報告 間室照雄副 SAA 

点鐘 
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会長挨拶            柿沼洋一 会長 

こんにちは。 

今週から松村豪一

会員が栃木県小山市

の介護療養型老人保

健施設『苅田 太陽の

家』に施設長として赴

任されました。月曜日から木曜日までの勤務とい

うことで小山ロータリーRCと小山南RCにメイキャ

ップのお願いをしたところ快く引き受けて頂けま

した。そういうことで松村会員はしばらく例会には

参加できないことをご報告致します。 

今日 7月 20日は広島カープ背番号 14の「津

田恒実投手」の命日です。1993年 32歳でした。

『笑顔と闘志』が座右の銘だったそうです。炎の

ストッパーというキャッチフレーズで、真っ向勝負

の人でした。私はジャイアンツのファンでしたが

彼のことは男として潔くカッコいいと思っていまし

た。ご冥福をお祈りいたします。 

 また、今朝ラジオで妊婦さんの羊水から胎児の

ダウン症の判定ができるという内容の話を聞きま

した。医学の進歩に驚きと期待をするところで

す。 

話は変わりまして、唐突ですが、皆さんご先祖

様ってどのくらいいると思いますか？ 

10代遡ると 1,024人  1,000人を超え 

20代→1,048,576人 100万人を超え 

30代→10億 7374万 1824人 10億人を超え 

なんと 40代遡ると 1兆人を超える 

40代→1兆 995億 1162万 7776人 

このうちの一人でも居なければ今の自分はい

ない。ということです。お盆が近いのでこのような

話をするのですが、正しくは盂蘭盆（盂蘭＝苦難

を救うという意味、盆＝食物を盛る器の意味）。

仏説盂蘭盆経より 

釈迦の 10大弟子のひとり目蓮（神通力 1番と

言われていた）が神通力で亡くなった母親に会

いに行ったところ、母親が餓鬼道に落ちて苦しん

でいたそうです。ひもじそうなのでお椀に持った

ご飯をあげようとしたところ渡す直前に燃えて無

くなってしまいどうしてもご飯を食べさせることが

出来なかったそうです。悲しくなりどうしたら母を

救えるかとお釈迦様に伺ったところ 7月 15日（旧

暦）の修行を終えた僧たちに食事を振舞いなさ

いと教えられました。その通りにしたところ母親は

天界に成仏できたということです。これが、お盆

の始めとされ日本では推古天皇のころ（605 年こ

ろ）から行われているそうです。要は、亡くなって

からでは自分で成仏することが出来ず、生きてい

る者（子孫）が追善供養することによって成仏で

きる。だから、普段から供養することが大切なん

ですね。とりわけこのお盆の行事を日本人は大

切にしてきた。と言われています。 

私は石屋ですから特に皆様にご先祖様を大

切にしてほしいと願っています。とりわけお墓は

大切です。先祖供養の第一はお墓参りです。毎

日お墓参りができないので家にお仏壇をしつら

えてお墓の遥拝所としてご先祖に供え養い、対

話するのです。あるご住職のお話によるとお墓参

り、先祖供養は開運法の一つでもあるのだそうで

す。 

ちなみに、お線香を手向ける意味合いは 

❶場を清める。 

❷仏様の滋養になる（お線香の成分が仏様の

食事となる）。 

❸お線香の煙が仏様やご先祖様が来られる道

となる。と聞いています。（出典 大般若経？） 

もっと知りたい方は、馬場会員にお話を聞い

てください。私よりももっと良いお話が聞けると思

いますこれからもこのような日本の文化を大事に

後世に伝えたいと思います。 

また、今日のクラブ協議会についてですが、

先週はクラブの今後について、中長期のクラブ

の方向性についてのお話を短時間でしたが意

見交換を致しました。今日は創立 25周年の記念

式典、事業についての意見交換をお願いいたし

ます。25 周年について方向性を皆さんと考えて

いきたいと思います。 

松本委員長の下で活発な意見交換をお願い

します。 
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幹事報告            田邊 聖 幹事 

1. 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  小林玲子会員 

2. 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  小林忠司部門長 

3. 7月 20日（水）直前会長・幹事慰労会 

場所：ダンデライオン 25人参加予定 

4. 7月 28日（木）鴻巣市長表敬訪問 柿沼会長 

田邊幹事 

5. 7 月 28日（木） 暑気払い 場所：ガーデンパ

レス  

 

ベネファクター  山口光男会員 

 

お客様挨拶 

こうのす花火大会 キャラバン 

鴻巣市商工会青年部 監事   加藤文夫 様 

こうのす花火大会実行委員長   陸田 学 様 

 

委員会報告 

米山記念奨学部門・学友部門 

地区セミナー報告 

小林忠司委員 

7月 17日、ラフレさ

いたま3Fに於いて米

山記念奨学部門・学

友セミナーが開催さ

れました。12時 30分

点鐘、浅水ガバナー

挨拶の後、学友部門

委員長の服部純一氏より基調講演が行われまし

た。服部氏は財団奨学生としてノースカロライナ

大学で「自閉症、発達障害児」の研究をされ現

在では埼玉大学教育学部付属特別支援教育研

究センター専門相談員として活躍されている方

です。内容はアメリカでの研修時の苦学話、地

元RCのご尽力の話そして、現在ロータリアンとし

て、社会にどう貢献できるか又、世界で活躍する

学友の話等でした。 

その後、米山記念事業の概要と米山増進委

員会について、米山学友会の概要、青少年、米

山についての説明の後グループセッションに入

りました。 

グループセッションは①奨学生採用拡大を目

指すためにはロータリアンはどうすべきか②学友

部門設立についてのロータリアンの意見を出し

て欲しいとの事でした。 

①については今以上に人数を増やすには、

個人寄付額の総額を上げるしかありませんが結

論的には現在の水準でいいのではとの事でした。

尚増進委員会長は現在 25,000円を 27,000円ま

で上げてほしいとの事でした。 

②についてはまず名簿を作りたいとの事で、

すでに各クラブに連絡してあるとの事でした。 

以上報告とさせていただきます。 
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親睦委員会            加藤文男 委員長 

本日が親睦旅行参加

申し込みの締め切りです。

今、申し込みの方を入れ

て総勢 26 名の参加とな

りました。ありがとうござい

ます。 

 

クラブフォーラム 

25周年実行委員会 松本安永実行委員長 

 25 周年に結び

付く事業、また中

長期の明確な戦

略計画が示され

ていない現在、こ

の先の年に向か

う目標を示す記

念事業と位置付けたい。 

・ 自分のロータリー活動での目標設定の話 

やはり、会長幹事の年度 

井田会長年度：それまでは印刷業者に依頼し

ていた年度計画書及びクラブ会報を手作りとし、

定着させるノウハウづくり。年度計画書だけで

約 55 万円の費用がかかっていた。クラブ会報

もそれまでは 120 万円ほどかかっていたものを

100 万以下には抑えていたが手作りにより大幅

な費用の削減。 

松本会長年度：会員減少の下げ止め（当時会

長賞の必須条件が会員純増 1 名以上） 新た

な事業として 3年後の 20周年を見据えて「ふる

さとの杜づくり」事業の立ち上げとそれに先立ち

R財団地区補助金の活用で、記念植樹。 

寺澤会長年度：会長幹事の流れがイレギュラー

になった年のワンポイント会長をサポートしなが

ら次の年からの流れを作る。 

・ ふれあい鴻巣ウォーキング及びふるさとの杜

事業には創立 25 周年記念事業の冠をつけ、

周年事業としての企画を盛り込みたい。 

・ 当クラブのバナーにもあり、今回周年記念事

業として完成した宮内先生作詞の水曜ロータリ

ー賛歌の歌詞「未来へ繋ごう 精神は高く 羽

ばたく鴻の鳥 われらが誇り」にもある「未来へ

繋ごう 羽ばたくおおとり 鴻巣水曜ロータリー

クラブ」をテーマとしたい。 

・ アトラクションも、おおとり祭りでの開会パレー

ドの後の「コウノトリ伝説」で盛り上げたい。 

井上 脩士会員 

1. 地域事業 

  現在行われてい

る事業については継

続・縮小ともに考え

ていく。 

2. 国内外での事業 

① 現在進行中の「奄美 RC との姉妹クラブ締

結」を進めるか他地域 RC との姉妹クラブ締結を

考える。国外のクラブも視野に入れて、中長期で

考えていく。 

② フィリピンなどで行われている他クラブの国

際奉仕事業への協力を行う。 

坂口正城 会員 

 入会 9 年目になります

が、現在「ふるさとの杜」、

24 回を迎える「ふれあい

鴻巣ウォーキング」の事

業をやりながら、新たな

事業を考えるのには時間

がかかるのかと思います。 
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出席報告           山口光男 委員長 

 

 

 

 

 

スマイル報告       間室照雄 副 SAA 

 

 

前回までの合計 46,000 円

本 日 の 合 計 22,000 円

次回繰越金合計 68,000 円  

 

 

直前会長・幹事慰労会 

7月 20日（水） 18：30～ 北本ダンデライオン 

  

 

 

 

 本日 修正 

 7月 20日 7月 13日 7月 6日 

 1155回 115４回 1153回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 22 22 22 

欠 席 数 7 9 9 

例会出席率 70.97% 70.97% 70.97% 

Ｍ Ｕ 数 2 1 3 

合計出席数 24 23 25 

出 席 率 77.42% 74.19% 80.65% 

個人スマイル  

  宮城 仁会員…本日は、魚孝鮮魚センターの寿司をご使

用頂きありがとうございました。 

  宮内たけし会員…合同花火のご協力に感謝いたします。 

スマイル 1  直前会長・幹事慰労会 本日のご参加宜しく

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・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・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 
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第 1156回移動例会（暑気払い） 

7月 28日（木）   ホテルガーデンパレス熊谷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 移動例会で締めた 7 月の例会が終わり、会報

発行も順調に進んでいます。クラブ会報委員会

へのご協力、これからもよろしくお願いいたしま

す。 

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 地区会員増強維持

委員会 

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 

部門セミナー報告 

9月 3日

（土）～５日

（月） 

会員親睦旅行 

神戸よさこい祭りと姫路城の旅 

９月７日

（水） 
休会（1161回例会の振替） 

９月 14日

（水） 

第 1162回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

９月 21日

（水） 

第 1163回通常例会 

外来卓話 地区ロータリーの友

委員 

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 


