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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」 

ロータリーソング       奉仕の理想 

 

 
 

ロータリーの目的 

四つのテスト 寺西修身 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 

ロータリーの目的 

四つのテスト 寺西修身会員 

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 

会員誕生月祝い  寺西修身会員 山川泰利会員 

奥様誕生月祝い  坂口典江様 宮城明美様 

結婚月祝い    間室照雄会員 宮坂良介会員 

地区出向者活動費 寺西修身会員 

地区出向者報告 井上脩士会員 

委員会報告 

RLIパート 1 木下純一会員 

社会奉仕委員会 石井英男委員長 

 職業奉仕委員会 細野潤一委員長 

クロアチアの現況 津田健三会員 

25周年記念実行委員会 松本安永委員長 

出席報告 山口光男委員長 

スマイル報告 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。今週も

台風が 14,15,16号と 3

つも南の海上にある状

態です。私の家業は石

材店ですので、現場仕

事が大半で仕事の進

捗が天候にかなり左右

されます。秋の長雨と

よく言いますがうんざりのところです。 

9 月 3～5 日の会員旅行も台風 13 号に追い

着かれないかひやひやでした。幸いなことに傘

を差すこともなく楽しい旅行が出来ました。少々

旅行のご報告いたします。出だしの新幹線から

ハプニングがありました。9：10東京駅発の「のぞ

み」に乗るはずなのですが、1名ホームに入って

居た 1本前の新幹線にひょいと乗ったところドア

が閉まってしまいました。田邊幹事が連絡を取り

品川で合流した次第です。また席に着きホッと

したところで缶ビールで乾杯をし、瞬く間にビー

ルを座席に飲ませるという方が居たりと・・・ 

そんな中、新幹線の座席のシートを通りかか

った車掌さんが直ぐに交換したのを見てビックリ

しました。簡単に外せることを初めて知りました。

そんなこんなで 2時間 40分ほどで神戸に着き、

お昼は神戸ビーフを堪能し、ホテルにチェックイ

ンした後「神戸よさこい祭り」の見物に参りました。

お祭りは会場が数か所に分かれていてそれぞ

れ多くのグループが華やかな衣装と振り付けで

入れ代わり立ち代わり踊りを披露していました。

皆が踊り終わった後汗みどろの中で充実した笑

顔でいることに私も心地良い気分になりました。 

翌日からは、バスでの移動になりました。トイ

レ付きの豪華なバスでした。そのお陰でタイトな

スケジュールでしたがほぼ時間通りに進みまし

た。まず改修が済んだ姫路城を見学し、テレビ

の CM で有名になった竹田城跡に行きました。

簡単に登れると思っていましたがかなり大変で

皆様に苦労を掛けてしまいました。大汗をかきま

したが旅行の目的の 1 つ城崎温泉で 1 日の疲

れを流し楽しい宴会を過ごしました。特にご参

加いただいた奥様方がカラオケなどで宴会を楽

しんでいただけたことが何よりでした。最終日は

伊根湾で遊覧船に乗り、京都府北部、日本海

の宮津湾にある日本三景の 1 つ「天橋立」を山

頂から「また覗きで」見物しました。そして新大阪

から新幹線に乗り帰途につきました。大変楽し

い旅行をさせて頂きありがとうございました。加

藤文男親睦委員長、田邊聖幹事のお二方には

準備の段階から最後まで特にご苦労をお掛け

致しました。心より感謝申し上げます。 

また、9 月 10 日に消防団の幹部研修があり

防災についての研修を受けてまいりました。鴻

巣市近郊に今後 30 年間の内にマグニチュード

7 以上の地震が来る確率が 55％だそうです。し

かしほぼ来るという心構えを持ち地震に備えて

欲しいとのことでした。食料品、飲み水は最低 1

週間分は備蓄して下さい。また簡易トイレの備

蓄も重要なことですので忘れないでください。被

災者にならないように日ごろから何が必要なの

かをインターネット等で情報を入れるように心掛

けて下さい。「天災はいつ来るか分かりませんが、

必ず来ます。」とのことでした。 

それでは本日も宜しく願い致します。 

幹事報告            田邊 聖 幹事 

1. 9 月 3 日（土）～5 日

（月）親睦旅行 《神戸よ

さこい祭り・姫路城・城崎

温泉の旅》 

会員 17 名、令夫人 5

名参加 

2. 9 月 7 日（水）商工会青年部チャリティゴルフ 

場所：おおむらさきゴルフ倶楽部 6名参加 

3. 9月 7日（水）ふるさとの杜除草作業 

4. 9月 8日（木）第 3回 25周年実行委員会 場

所：市民活動センター 松本委員長他 7 名

出席 

5. 9 月 24 日（土）RLI パートⅡ  場所：越谷中

央市民会館 木下会員参加 
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結婚誕生祝い 

会員誕生祝い 

 

奥様誕生祝い 

 

 

結婚月祝い 

 

 

 

会員誕生祝いコメント 

寺西修身 会員 

 9月 6日で満 60歳になり

ました。会員皆様の活動、

言動を見習って今後共ロ

ータリークラブ活動を活発

に頑張ります。本日は有難

うございました。 

 

奥様誕生祝いコメント 

宮城明美 様 

妻 66 歳と相成り早いも

ので若い若いと思ってい

た女房も歳をとりました。

力関係は逆転し今じゃ女

房の言う通り？ これも人

生また楽しからずや。残さ

れた人生をいかに楽しく過ごすか。 

かあちゃん・・・ありがとう。 

坂口典江 様 

7 年前からの病気の進

行に伴い、21日に施設に

入所が決まりました。大事

にしてやりたいと思いま

す。 

 

結婚月祝いコメント 

間室照雄 会員 

 9 月 9 日 43 回目の記

念日を迎えました。調度

体調を崩して臥せって

おりましたので、いつも

は二人で食事にでも行く

のですが、何もできない

記念日でした。 
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乾杯 

 

地区出向者活動費     

2017-18 大貫ガバナー年度地区副幹事 

寺西修身 会員 

 

地区活動報告 

地区青少年・米山学友委員会 

井上脩士 会員 

9月 10日（土） 午後 6

時～ 浦和ワシントンホ

テルにて「ロータリー財

団設立  100 周年記念 

学友のつどい」が開催さ

れ、参加してきました。青

少年学友、VTT学友、米

山学友、財団学友それぞれの発表があり、その

後懇親会が開催された。それぞれ優秀な学友

の発表がありました。10 月 30 日（日）浦和東口

パルコ前広場にて「ロータリーフェスタ」が開催さ

れます。詳細は後日お知らせいたします。 

委員会報告 

RLIパート１  木下純一 会員 

 

ロータリーの活動や意味について、各 20 名

ほどのグループでディスカッションをしました。デ

ィスカッションリーダーを中心に皆が意見を交換

する事でいろいろな問題に対して「考える力」を

鍛えられたと感じました。 

社会奉仕委員会 石井英男 委員長 

「第 31 回ふれあい広場」風船アーチの設置に

ついて 

会員、皆様のご協力

をお願い致します。 

日時：平成 28年 10月

2日(日)午前８時 30分～ 

場所：川里農業研修

センター(鴻巣市関新田

1800番地) 

内容：風船にヘリウムガスを注入する 

  ：風船を網に入れる 

  ：会場入口に風船アーチを設置 

以上の作業になります。 

11月 30日(水)は献血移動例会 

各会員 2 名以上の献血を今からお願いし 60

名プラス＠アルファになり、津田工業様スタッフ

社員様も参加して頂けるとのこと、これこそ社会

奉仕になります。 

以上よろしくお願いします。 
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職業奉仕委員会 細野潤一 委員長 

富士重工業㈱群馬製

作所、スバルビジターセ

ンターについて 

案内書の説明と確認 

出欠の最終人数確認 

 

10月21日（金）職業奉仕部門セミナーについて 

テーマ「職業奉仕の神髄」講師加藤玄静氏、

浅水ガバナーより 5 名以上の参加をお願いしま

すとの事です。点鐘 17：00～ 18：50 懇親の集

い  19：00～20：00 会場大宮パレスホテル

（048-647-3300） 登録料 5,000円です。 

クロアチアの旅行記 津田健三 会員 

今、最も人気があり、

日本人が多く訪れる欧

州クロアチアへ行って参

りました。 

8月 19日～8月 28日

迄、10 日間の旅です。

非常に楽しい素晴らし

い旅でした。 

海あり、山あり、川あり、そして、多くの滝あり

で、自然の景観が良い。そして、街並みが奇麗

で礼拝堂、お城、多くの世界遺産を抱えている。

そして、とにかく道路も住宅周辺も葉っぱ１つ落

ちていない。清掃車に数回出会った。水を撒き

ながら泥も葉っぱも全て拾いながら移動してい

る。流石、観光資源の国だと感心しました。現

地のガイドに尋ねた所、産業は殆どなく、GDP

の 90％以上は観光収入であると聞きました。 

人口は 430 万人、国の面積は四国より小さく、

島は大小合わせて 1,144 ヶ所、平地の畑は少

なく、石灰岩山合が多く、その丘陵地帯には赤

の屋根の瓦が並び、正にこの世のものとは思わ

れない景色でした。 

私はバスの中で外の雄大な景観に囚われ、

時間の経つのを忘れるくらいでした。 

１つ苦労したのは、ヘルシンキ経由で乗り換

えも含めて飛行機の時間 16 時間、そして、日

本との時差が丁度 8時間、夜と昼が逆です。老

いもあり、非常に疲れました。 

いずれにしても素晴らしい所です。是非、行

ってみてください。 

25周年実行委員会 松本安永 実行委員長 

9 月 8 日（木）第 3 回の

25 周年実行委員会を委

員会構成員 12 名のところ

8 名の出席で開催いたし

ました。 

テーマは「未来へ繋ごう 

羽ばたく鴻巣水曜ロータリ

ークラブ」ですが内容については協議中です。

各部会で副部会長を選出していただいていま

す。ご指名された方は喜んでお引き受けいただ

きますようお願いいたします。 

次回会合は10月10日（月）、市民活動センタ

ーを予定しています。 

出席報告           山口光男 委員長 

 

 本日 修正 

 9月 14日 9月 3～5日 8月 31日 

 1162回 1161回 1160回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 23  21 

欠 席 数 7  11 

例会出席率 71.88% 100.00% 65.62% 

Ｍ Ｕ 数 2  2 

合計出席数 25  23 

出 席 率 78.13% 100.00% 71.87% 
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スマイル報告       寺西修身 副 SAA 

 

 
 

 

前回までの合計 154,000 円

本 日 の 合 計 23,000 円

次回繰越金合計 177,000 円  
 

 

 

 

  

 

時間調整に寄った妻沼聖天山 

 

 
 

 
 

 
 

 

個人スマイル   

間室照雄会員…結婚月祝いありがとうございます。9 月

9日は 43回目の記念日でした。 

スマイル 1  来週の職場訪問例会・富士重工業㈱群馬

製作所 スバルビジターセンターへの大勢

の参加お待ちします。 

津田健三会員・小林忠司会員・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・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・細野潤一会員・木下純一会員・

青木日出光会員 

第 1163回移動例会 職場訪問 

9月 21日（水） 
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富士重工業群馬工場（スバル製作所） 
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今後の予定 

 

 

 

編集後記 

理事会の後ということで今後の活動予定を盛

り沢山に載せましたが、25 周年式典の 5 月が

着々と迫ってきています。 

せっかくの節目の年、未来に繋ぐ羽ばたける

活動を皆さんで考えていければと、頭から離れ

ない毎日を過ごしています。         YM 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

10月 26日

（水） 

第 1168回通常例会 

会員卓話 ロータリービジョン 

11月 2日

（水） 

第 1169回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌  花チャリティ会員 

ガバナー補佐 来訪 

11月 9日

（水） 
休会（地区大会の振替） 

11月 12・13

日（土・日） 

第 1170回移動例会 

地区大会 

11月 16日

（水） 

第 1171回通常例会 

ガバナー公式訪問 

11月 23日

（水） 
法定休会 

11月 30日

（土） 

第 1172回移動例会 

献血 

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 


