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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 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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 

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  松本安永会員 

令夫人誕生月祝い 田邊久美子様 木下正江様  

石井章子様 

結婚月祝い  木下純一会員 

クラブ総会 細則の件  柿沼洋一会長 

地区報告 

青少年・米山学友委員会 井上脩士委員 

委員会報告 

親睦委員会（親睦旅行） 加藤文男委員長 

親睦委員会（こうのす花火大会） 馬場知行会員 

25周年実行委員会 松本安永実行委員長 

広報・雑誌委員会 松本安永委員長 

花チャリティ 間室照雄会員 

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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会長挨拶            柿沼洋一 会長 

 こんにちは。先ず

は 8 月第一例会と

いうことで今月の

各お祝い対象の

会員の皆様、奥様

方おめでとうござ

います。後ほどお祝いの品をお渡ししたいと思い

ます。さらにおめでたいことに新入会員の報告を

致させて頂きます。小林忠司会員、坂口正城副

会長のご推薦で朝見卓也さん 40歳、花き生産、

販売業の方です。先ほどの理事会にて承認され

ました。皆様にはFAXにてお知らせいたします。

通知後 7 日間の内に異議ない場合には入会金

を収めて頂き正式に会員となります。宜しくお願

い致します。 

 7 月 28 日 原口鴻巣市長のところに会長就任

の挨拶に田邊幹事と一緒にお伺いし、お忙しい

スケジュールの中約 30 分間会談の時間を持ち

ました。親しくお話をさせて頂きましたが、12 月

のクリスマス例会、4 月 29 日実施予定のふれあ

い鴻巣ウオーキング、そして 5月 17日に開催す

る創立 25 周年記念式典への出席依頼をしてま

いりました。 

 また、鴻巣水曜ロータリークラブに対しての要

望をお聞きしたところ、要望したいことは多々有

るが特に青少年に関することに尽力して欲しいと

の話がありました。時間の関係上具体的なことは

話が出来ませんでしたが、例会にお招きしご意

見を伺おうと思っています。 

 つい最近あったエピソードを一つお話いたしま

す。私はいつも何かをするときに、3つのことに注

意をすることにしています。1.自分は何者か。2.

自分の役割は何か。3.優先順位です。石材業の

業界団体内での会合の時に、立場をわきまえな

い人の、要は自分の立場や役目を考えなかった

一言で 20年近くの付き合いが一瞬にして消滅し

てしまうことの恐ろしさを目の当たりに致しました。

言葉とは時として残酷な結果を招きます。心した

いことだと感じました。 

 楽しい話を一つ、来月 9月 3日から 5日 2泊 3

日の会員旅行の内容が加藤文男委員長のはか

らいでほぼ固まりました。総勢 26 名で神戸よさこ

い祭り、姫路城見学、城崎温泉などを堪能した

いと思います。 

加藤委員長ありがとうございます。 

今日の例会は普段なかなか出番がなかった

出向者の方に地区委員会の報告をしていただく

ことになり、地区学友部門に出向の井上会員に

報告をしていただきます。 

本日も宜しくお願い致します。 

幹事報告             田邊 聖 幹事 

① 7 月 20 日直前会長・

幹事慰労会 

場所：ダンデライオン 

会員 17人、奥さま 6人

参加 

② 7 月 28 日 移動例会

（暑気払い） 

場所：ガーデンパレス熊谷 会員 17 人 奥

様 4人、事務局 2人参加 

③ 8月 6日奉仕プロジェクト部門セミナー開催 

場所：越谷コミュニティセンター 成田部門

長、細野委員長出席予定 

④ 8月 7日管理運営部門セミナー 

場所：清水園 寺西部門長出席予定 

⑤ 8月 23日 鴻巣ロータリークラブ合同例会 

場所：和風レストラン 18時受付 18時 30分

点鐘 

⑥ 8月 24日 第 5回会長・幹事会 柿沼会長、

田邊幹事出席予定 

⑦ 8月 27日 RLIpart1 木下会員参加予定 
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結婚・誕生祝い 

会員誕生祝い          松本安永 会員 

 

令夫人誕生月祝い       田邊久美子 様 

 

石井章子 様 

 

会員誕生祝い          松本安永 会員 

誕生日は 8月 31日

で、会社の締めと同じ

です。 

今年は商工会の小

規模持続化補助金の

申請をしましたが、残

念ながら不採択となりました。しかし、補助金を使

ってやろうとしていたことについてはすべてでき

ないまでも、一部を実行して来期の活動に弾み

をつけたいと考えています。 

 

令夫人誕生月祝い 

田邊 聖 会員 

今日は女房の誕生月

月にあたりお祝いを頂き

ありがとうございます。18

日で50歳になります。結

婚以来専業主婦で、い

まだに 23歳の長女と 20

歳の長男に世話を焼いていて子離れできてない

かもしれません。花が大好きなので今日の品は

喜ぶと思います。ありがとうございました。 

石井英男 会員 

夫人誕生祝いありがとう

御座います。去年 9月に大

病をし、これからの人生を

一日一日楽しく有意義に

生活してもらえるように、サ

ポートしていきます。ありが

とう御座いました。 

令夫人誕生月祝い         木下正江 様 

結婚月祝い            木下純一 会員 

52才になり、2才年上

になって追いつくことが

できないので、しょうがな

いと言っています。 

21周年なので、どこか

に連れて行ってと言わ

れ考え中です。 

乾杯 
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クラブ総会 細則の件      柿沼洋一 会長 

 RIの定款、細則変更に

伴いクラブの定款、細則

の変更に関して例会に

おいて審議頂きました。

2016 年 4 月の規定審議

会においてロータリーク

ラブ細則第 6 条の入会金規定が廃止されました。

しかしながら、各クラブの入会金の徴収を妨げる

ものではない。ということです。ただし『入会金』と

いう文言は変えてくださいとのことでした。そこで

クラブの定款第 11条の『入会金』を『初年度会費』

と変更し、クラブ細則第 6条『入会金』を『初年度

会費』と変更します。金額はこれまで 5 万円のも

のを 2 万円に変更いたしました。これは 2016 年

7月 1日にさかのぼり適用いたしますが、実際に

は 2016 年最初の入会対称者より実施することと

なります。 

 以上のことが 8月 3日第 1157回例会において

全員の賛成により可決いたしました。 

地区報告 

地区青少年・米山学友委員  井上脩士 会員 

 平成 28 年 7 月 10 日

（日）、越谷市北部市民

会館にてロータリー財団

100 周年記念事業として

ロータリー財団学友シン

ポジウムが開催されまし

た。財団学友、PG,部門長、学友部門委員など

100 名ほどの参加で、シンポジスト（学友）5 名に

より「発展途上国の進歩への支援と国際環境保

全に対する私たちの奉仕」と題し討論が行われ

ました。 

 シンポジストの一人、多田幸雄氏（推薦クラブ

浦和南 RC）双日総合研究所代表取締役社長・

現相談役（東京 RC所属）により世界各地での活

動を話されました。 

 9月 10日（土）浦和ワシントンホテルにて「学友

まつり」がロータリー財団 100 周年記念として開

催され、青少年、財団、米山学友の発表がありま

す。10 月 30 日（日）浦和駅東口 パルコ広場に

て「ロータリーフェスタ 2016 R 財団 100 周年記

念事業」が開催されます。 

委員会報告 

親睦委員会（親睦旅行）   加藤文男 委員長 

親睦旅行会費を

8 月 10 日までに事

務局に入金願いま

す。 

8 月 31 日の例会

日にチケットを渡し

ますので例会参加お願いします。 

親睦委員会（こうのす花火大会） 馬場知行 会員 

今回は宮内会員の音

楽コラボの花火（合同）

に賛同して頂いた企業

の方には座席が前の方

に用意されておりますの

で、ロータリー席として皆さん集まりましょう。ただ

し、飲み物、食べ物は各自での用意お願いしま

す。 

25周年実行委員会   松本安永 実行委員長 

明日 4 日（木）19 時より、

和風レストランときさんで

第 2 回実行委員会を開

催いたします。12 名全員

の参加を確認しています。

ご意見のある方は実行委

員でなくても参加いただ

いて大丈夫です。 

広報・雑誌委員会       松本安永 委員長 

ロータリーの友 8月号から 

① 48-49ページ 2016年規定審議会:クラブ運

営に大幅な柔軟性 例会の頻度、場所、方

法、および会員種類に関する変更が含まれ

ます。 

② 36 ページ 例会出席は義務ですか？楽し
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みですか？ 自らの入会間もなくの頃の話

をしました。 

③ 56 ページ（縦書き 29 ページ） ロータリーア

ットワークからブライダル・友愛の広場三十

年の歩み 第 2770地区 

④ 72 ページ 友愛の広場より最年長？ の新

会員 2016年3月、90歳の女性歯科医の入

会の話 

以上の記事を紹介しました。 

花チャリティ            間室照雄 会員 

クサンドラカガリビ 

関東地方にも自生し

ているキツネノマゴと

同じ仲間。原産は熱

帯地域のため、暑さ

には強く冬の寒さは

苦手です。 

6月頃から 10月頃まで枝の先から花穂を出し

てあざやかなオレンジ色の花を咲かせます。この

品種は、クロサンドラの中から深谷市の小久保雪

雄さんという花の生産者が、花があざやかで多

花性の棒を発見し、増殖し、農林水産省の登録

品種になっています。 

 

 

出席報告           山口光男 委員長 

 

 

 

 本日 修正 

 8月 3日 7月 28日 7月 20日 

 1157回 1156回 1155回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 21 31 22 

欠 席 数 10 0 7 

例会出席率 70.97% 100.00% 70.97% 

Ｍ Ｕ 数 5 0 2 

合計出席数 26 31 24 

出 席 率 83.87% 100.00% 77.42% 
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スマイル報告       寺西修身 副 SAA 

 

 
 

 

前回までの合計 68,000 円

本 日 の 合 計 21,000 円

次回繰越金合計 89,000 円  
 

 

 

 

 

編集後記 

今年は、開店以来はじめてお盆休みをとらせ

ていただきます。今年は自分の母（100 歳）と家

内の母（90 歳）、両方の母が亡くなり、何度も田

舎に帰ってきました。こんなに頻繁に田舎を往復

することは、もうないことと思います。    （YM） 

 

 

 

今後の予定 

 

  

 

 

 

 

個人スマイル  

  馬場知行会員…8 月 7 日午後 6 時より箕田薬師縁日が

あります。宮坂会員の奥様の演奏もありますの

で、皆さんお越し下さい。 

スマイル 1  蝉の声にも暑さ感じる日を迎えました。皆様に

はおからだを充分にお自愛され、暑さを乗り越

えましょう。 

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・山口光男会員・間室照雄会員・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・坂口正城

会員・小林玲子会員・田邊 聖会員・寺西修身会員・成田

志津子会員・青木日出光会員 

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 

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回移動例会 

職場訪問 富士重工（スバル製

作所）群馬県太田市 

9月 28日

（水） 

第 1164回通常例会 

会員卓話 ロータリービジョン 


