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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 

 

 
 

四つのテスト 坂口正城 会員 

 

 
 

 

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 

ロータリーソング 奉仕の理想 

四つのテスト 坂口正城会員 

会長挨拶 柿沼洋一会長 

幹事報告 田邊 聖幹事 

地区出向者活動費 井上脩士会員 

  大澤二三夫会員 

委員会報告 

親睦委員会（親睦旅行） 加藤文男委員長 

新会員歓迎会について 坂口正城会員 

ふるさとの杜について 間室照雄会員 

セミナー報告 

 奉仕プロジェクト部門 成田志津子部門長 

 職業奉仕 細野潤一委員長 

ロータリービジョン発表 小畑正勝会員 

広報雑誌・会報委員会 松本安永委員長 

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。 

本当に月日の経つの

は早いもので会長にな

って 2ヵ月が過ぎようとし

ています。25日には「第

24 回ふれあい鴻巣ウォ

ーキング」の代表者会

議が市民活動センターで開催され、来年の 4月

29 日に向けて昨年より１ヵ月早くスタートいたし

ました。活発な意見交換がなされ 2,000 名の参

加者を集めることを目標に本気で取り組むこと

が確認されました。これから木下委員長を中心

に実行委員会が動き出すこととなりますが 25 周

年と共に皆様のご協力をお願いいたします。 

また、4 月に申請いたしました地区補助金で

すが、今月入金を確認いたしました。『中仙道宿

活性化プロジェクト』と銘打って申請しました。び

っくりひな祭り実行委員会と観光協会に相談し

倉庫の設置をすることに致しました。創立 25 周

年の記念事業として 11 月から 2 月頃に実行し

たいと思います。 

さて、オリンピックも日本が史上最高の 41 個

のメダルを獲得して閉幕いたしました。（金 12、

銀 8、銅 21）選手たちの頑張りは勿論のことです

が、彼らを支えるスタッフの方々も大変な苦労が

あったことだと想像いたします。昨日テレビ東京

の「ガイアの夜明け」という番組でスポーツメーカ

ーのことを特集していました。1/1,000秒、1/100

秒を短縮するために、短距離選手のウエアーを

4年間かけて開発したそうです。大変苦しい 4年

間だったと担当者は話をしていました。単なるデ

ータの解析だけでなく着心地であるとか、選手

が感じるフィット感だったりとか微妙なことは第 4

次産業革命と呼ばれている人工知能の分野で

も解決できないことだと思います。「碁」の世界

でも人工知能に世界最高の棋士が敗れたよう

にこの分野の発達は目覚ましいものが有ります。

10年後には今ある仕事の 40％以上が人工知能

に取って代わるとも言われているようです。 

人工知能に出来ないことは何かというと、『人

を見守り育てる仕事』つまりは「創造性」です。但

しこれは現段階においての話で将来的には人

間の脳の働きを超えるとも言われているので・・・ 

人が人として幸せに生活するとはどういうこと

なのか、機械に使われないためにはどうしたら

良いのかをしっかり考えなければならないと思

います。 

直接の答えになるか分かりませんが、先ずは

言葉を大切にすることだと私は考えています。

言葉はその国の文化そのものです。近年やたら

と言葉を短縮する傾向にあるようです。友達同

士だけであるならばまだ理解できますが、TPO

をわきまえて使っているように見えません。特に

メールやラインといったツールを使ってのコミュ

ニケーションではケジメがついていないように感

じます。TPO をわきまえられる様になるのが人と

しての成長と捉えるとしたら、子供のままの大人

が増えているように思います。 

言葉が乱れると、コミュニケーション能力が低

下し秩序が乱れる元となり、殺伐とした社会にな

ってしまうのではないでしょうか。 

正しく言葉を使いコミュニケーション能力を高

め、相手と自分を置き換えて考え、思いやる気

持ちを育てることが人としての成長だと思います。

その結果リーダーとしての活躍の場が与えられ

機械に使われるのではなく、機械を使いこなす

人材になるのだと思います。そんなことを考えて

いた 1週間でした。 

本日の例会は、SAA の小畑さんが今年度の

例会の中でどうしても取り入れたいということで

企画を致しました。会員の皆様の RC における

将来の展望をスピーチしてもらいたい。というこ

とです。初めに小畑さんにお手本を示して頂き

ますので以降の皆様はどうぞ参考にして頂きま

すように！！ 毎月数人に発表してもらうそうな

ので皆様ご自身の考えをまとめておいて下さ

い。 

それでは本日も宜しくお願い致します。 
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幹事報告            田邊 聖 幹事 

1. 8 月 24 日（水）第 5

回会長幹事会 柿沼

会長、田邊幹事出席 

2. 8月 25日（木）第１回

ふれあい鴻巣ウォー

キング代表者会議開

催 

場所：市民活動センター 

3. 8月 27日（土）RLIパートⅠ 木下会員参加 

4. 9月 3日～5日（土～月）親睦旅行 会員 17

名、ご家族 5名参加予定 

5. 9月7日（水）商工会青年部チャリティゴルフ 

6名参加予定 

6. 9月 7日（水）ふるさとの杜除草作業予定 7

時～ 

7. 9月 8日（木）25周年実行委員会開催予定 

19時～ 

地区出向者活動費     

 

地区青少年・米山学友委員会 

井上脩士 会員 

毎月 1 回のペースで

委員会が浦和 G 事務所

で開かれています。9 月

10日（土）午後 6時より浦

和ワシントンホテルにて

「学友のつどい」が開か

れます。青少年・VTT・米山・財団学友の発表。

懇親会があります。私と山口会員が参加する。 

10月30日（日）「ロータリーフェスタ」浦和パル

コ前広場にて開催されます。皆様の協力をお願

いします。 

地区会員増強維持委員会 大澤二三夫 会員 

現在、会員増強維持

委員会に出向していま

す。部門長が越谷 RCな

ので、委員会は、越谷の

料亭で開催します。委

員会は去年から、6 回ほ

ど開かれ常に、委員会後は、コンパニオンさん

が同席しています。越谷の第 8 グループでは、

会長幹事会開催後も、コンパニオンさんを呼ん

でいるようです。主に東部エリアのグループで

は普通だそうです。現在当クラブも、会員増強 1

名になり、今後の更に、会員増強をお願い致し

ます。 

委員会報告 

親睦委員会（親睦旅行）   加藤文男 委員長 

柿沼年度の親

睦旅行が直前と

なりました。前回

までに旅行行程

等の概要を説明

してきましたが、

本日は注意点を説明します。（行程と注意点の

案内を行う。） 

それでは 9/3 お待ちしておりますので宜しく

お願いします。 

新会員歓迎会について     坂口正城 会員 

朝見卓也会員の歓迎

会を 9 月 28 日（水）、18

時から大正家において行

います。後ほど案内を回

しますのでよろしくお願い

します。 
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ふるさとの杜について 間室照雄 会員 

9 月 7 日（水）朝 7 時よ

りふるさとの杜の草刈りを

行います。商工会青年部

のゴルフに行かない方は

出席をお願いいたしま

す。 

セミナー報告 

奉仕プロジェクト部門 成田志津子 部門長 

8 月 6 日越谷コミュニティ

ーセンターにて 2770地区奉

仕プロジェクト部門セミナー

があり、出席しました。 

クラブ会員全員が楽しめ

やりがいのあるクラブ作りは

どうしたら良いのかに対し 

① 例会を充実させる 

② 意義ある奉仕活動をすること 

そういう意味では奉仕プロジェクト部門はクラ

ブ活性化の鍵と言えます。 

ロータリー財団 100 周年の年であり、世界中

でロータリーが行った奉仕活動の成果を省み、

さらに充実の奉仕活動をとの事でした。 

特別講演として「日本～世界へ医を届ける」

NPO 国際 NGO ロシナンテスの挑戦と題し、理

事大島一馬氏よりスーダンでの医療活動の報

告がされました。 

ブライダル委員会「友愛の広場」への理解と

御支援、そして腎・アイバンク協会への 

協力を求める声があがりました。 

職業奉仕委員会   細野潤一 委員長 

平成 28年9月 21日(水)

富士重工業(株)群馬製作

所 スバルビジターセンタ

ー見学に行きます。集合

場所は、セレモ 北本に 9

時 30 分です。昼食は、妻沼道の駅で麦とろ御

膳です。参加お願い致します。 

ロータリービジョン発表     小畑正勝 SAA 

 地区運営方針で（楽しい

ロ－タリ－クラブを作り上げ

よう）と浅水ガバナ－は提

唱されました。       

創立25周年度の柿沼会

長は（ロ－タリ－活動を楽

しみ、クラブの満足度を上げよう）と運営方針を

掲げ、会員皆で鴻巣水曜ロータリー組織を活

用し、事業をやりきるクラブに発展させたいと方

針を示されました。 

SAA の立場でロ－タリ－ビジョン（理想）と自

らの具体的な活動 

1. 毎週のクラブ出席が楽

しみ 

◎ 例会欠席の少ない月・

年次計画を立てる。 

2. 思い出が作れるクラブ 

◎ 常に新鮮な気持ちで交

流の場に出席を。 

3. 誇りあるクラブの行動が

随所にみられる 

◎ 地区・ｸﾞﾙ-ﾌﾟ・ｸﾗﾌﾞの主要事業.行事へ参

加。 

4. 異業種交流をより発展的に 

◎ 例会にて自社の製品・職場・仕事の紹介。 

5. それぞれのロ－タリ－ビジョンを発表 

◎ 例会で月に二人程度の発表。 

広報雑誌・会報委員会   松本安永 委員長 

ロータリーの友 9月号から。 

横 P3 RI 会長メッセ

ージから1917年夏、

アメリカが第一次世

界大戦に参加して

からわずか数か月

後、中止すべきと考

えられた年次大会を開催し、ロータリーの基金

の設立が提案された記事 

横 P11 「ロータリーの友」の記事を例会で紹介 

第 2770地区・川口モーニング RCの投稿 
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横 P32～35 ロータリー希望の風奨学金 

新たなる感動を与えてくれる、ロータリー東日

本大震災青少年支援連絡協議会の投稿 

縦 P26 (P59) 親睦を深めた RA地区年次大会 

第 2770地区の投稿 

縦 P16,17（P69,68） Friendship Plazaから 

ロータリー英語は要注意 

奥深い「四つのテスト」 

ロータリーではよく取り上げられるテーマ、特に

新会員の皆様には一読の価値があります。 

以上紹介させていただきます。 

 

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 132,000 円

本 日 の 合 計 22,000 円

次回繰越金合計 154,000 円  

編集後記 

毎朝、台風の居場所が気になるこの頃です。 

台風に名前があることを最近知りました。平成

12年以降は北西太平洋領域内で発生した台風

に動植物や自然現象に関係する名前を付ける

ようになったようです。旅行で心配させいていた

13号はマーロウ、今フィリピン東で勢力を強めて

いる 14号はムーランティ、この後ライ、マラカス、

メーギー、チャバ・・・と続くそうです。ちなみにア

メリカのハリケーンには気象学者の奥さんや彼

女の名前を付けていたようですが、さすがに最

近は男女差別的な意味合いから、男女交互に

A から順番につけるようになったようです。文化

の違いでしょうか・・・               YM 

 本日 修正 

 8月 31日 8月 23日 8月 10日 

 1160回 1159回 1158回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 32 32 31 

出 席 数 21  22 

欠 席 数 11  9 

例会出席率 65.62% 100.00% 70.97% 

Ｍ Ｕ 数 2  4 

合計出席数 23  26 

出 席 率 71.87% 100.00% 83.87% 

個人スマイル   

宮城 仁会員…本日は魚孝寿司をご使用下さり誠にあ

りがとうございます 

会報委員 小林玲子…クラブ会報委員長 松本様 本

日はお誕生日おめでとうございます。これ

からも会報よろしくお願いいたします。 

スマイル 1  9月 3日よりの親睦旅行 日本の祭り神戸よ

さこい祭りと姫路城の旅、おおいに楽しんで

下さい 

津田健三会員・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・木下純一会員・青木日出光会員 
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今後の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

10月 5日

（水） 

第 1165回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌  花チャリティ 

10月 8日

（土） 

第 1166回移動例会 

第 15回こうのす花火大会 

10月 12日

（水） 
休会（1166回例会の振替） 

10月 19日

（水） 

第 1167回通常例会 

外来卓話地区青少年・米山学

友委員会 

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 


