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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 成田志津子 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 成田志津子会員 

お客様紹介 柿沼洋一会長 

蓮田 RC 近藤敬男様 

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  成田志津子会員 木下純一会員  

朝見卓也会員 

奥様誕生  佐々木美智世様 小林淑子様  

大澤千明様 朝見 香様 柿沼一枝様  

結婚月   寺澤銀三会員 青木日出光会員 

お客さま挨拶  第 7G 蓮田 RC 近藤敬男様 

地区報告 学友部門 井上脩士地区委員 

委員会報告 

親睦家族 成田志津子副委員長 

  加藤文男委員長 

ふれあい鴻巣ウォーキング 木下純一委員長 

25周年記念実行委員会  

ロータリーの友紹介 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 

 

 

 

RI第 2770地区        第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 

  

 「人類に奉仕するロータリー」 

“ROTARY SERVING HUMANITY” 
 

第 1165回例会 2016年 10月 5日 
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会長挨拶 柿沼洋一 会長 

こんにちは。またまた台風

（18 号）ですね！！こちらに

向かっているようなので皆さ

ん気を付けてください。 

本日は蓮田 RC から昨年

ガバナー補佐を務められまし

た近藤敬男
たかお

様がお見えになりました。ありがとう

ございます。 

3 日（月）財団 100 周年地区大会記念ポリオ

撲滅チャリティーゴルフ大会が茨城県大利根カ

ントリークラブで開催され津田会員、大澤会員、

寺西会員、私 4人で参加してまいりました。平坦

できれいなゴルフ場でした。カート無しで 18 ホ

ール歩き通しました。残念ながら誰も入賞するこ

とは出来ませんでしたが寺西会員がドラコン賞

を獲得しました。280～290 ヤードのビッグドライ

ブでキャディさんも驚いていました。少々雨に降

られましたが楽しい 1日でした。 

ポリオの話ですが、RI 日本事務局発行の財

団 NEWS10 月号に掲載されております世界の

ポリオ症例数を見ますと 2014年が 359、2015年

が 74、2016年 9月 21日現在パキスタン 14、ア

フガニスタン 9、ナイジェリア 3、合計 26 というこ

とです。症例数が減少していることは誠に喜ば

しいことです。しかしながらその裏側では悲しい

ことも起きていました。それはパキスタンにおい

て過去 20か月の内にポリオワーカー（訓練を受

けて生ワクチンの経口接種をする方）が 80 人も

殺害されているというものです。なぜその様なこ

とが起きてしまっているのか？ 有史以来地球

上で争いがなかった時期は全くないと言われて

いますが・・・人間の性なのでしょうか。 

今月は「経済と地域社会の発展月間と米山

月間」とのことです。例会の中で広報・雑誌担当

の松本会員からも関連する記事の話があるかも

しれません。私たちロータリアンに出来ることは

何・・・？ロータリーの定義は「ロータリーは、人

道的な奉仕を行い、あらゆる職業において高度

の道徳的水準を守ることを奨励し、かつ世界に

おける親善と平和の確立に寄与することを目指

した、事業及び専門職務に携わる指導者が世

界的に結び合った団体である」です。『世界に

おける親善と平和の確立に寄与する』国際親善

という枠ではクラブや個人として貢献度は高いと

思いますが、平和の確立に寄与する、ということ

を私たちはクラブの中でもっともっと考え、話し

合うことが必要なのだと思います。政治的な話を

するつもりは有りませんが、IS（イスラム国）や内

戦による中東を中心にした EU への移民、難民

は数百万人の規模に達しています。例えばスウ

ェーデンは人口 1,000万人弱ですが、昨年まで

165,000 人の難民を受け入れています。仮に日

本にその比率を置き換えれば180万人以上とい

うことですから国の根幹にかかわる大問題です。

日本が平和で安定し続けるため一人一人が

様々なことに対して真剣に考えなければならな

いと思います。 

 話は全く変わりますが、会長になってから 3

か月が過ぎました。皆様方に会長、幹事に対し

ましてこの 3 か月を是非評価していただき今後

の糧とするために叱咤激励を承りたいと思いま

す。そっと一言声を掛けてください。お願い致し

ます。 

それでは本日も宜しく願い申し上げます。 

 

 

  

米山記念奨学会 2千万円 

達成クラブ感謝状 

 

2015～2016年度 

ガバナー特別賞 

 



3 / 8 

 
 

幹事報告 田邊 聖 幹事 

1. 9 月 28 日（水）新会員朝

見卓也さん歓迎会 

 場所：大正家 18 時か

ら 20名参加 

2. 10月 2日（日）「第 31回

ふれあい広場」風船アー

チ作り 

 場所：川里農業研修センター 8 時から 会

員 11名、事務局 2名参加 

3. R 財団設立 100 周年地区大会ポリオ撲滅チ

ャリティーゴルフ大会 

 場所：大利根カントリークラブ 柿沼、津田、

大澤、寺西 

4. 10月 8日（土）移動例会 こうのす花火大会 

 場所：糠田運動場 

5. 10 月 10 日（月）第 4 回 25 周年実行委員会

開催予定 

 場所：市民活動センター 18時から 

6. 10月 12日（水）振替休会（こうのす花火大会） 

7. 10月 20日（木）鴻巣市民ゴルフ大会  

 場所：鴻巣カントリークラブ 11名参加予定 

8. 10月 21日（金）職業奉仕部門合同セミナー 

 場所：大宮パレスホテル 17 時から 馬場

知行、田邊、細野出席予定 

9. 10月 26日（水）第 6回会長幹事会 

 場所：東武バンケットホール 18 時から 坂

口、田邊 出席予定 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い 

 

 

奥様誕生祝い 
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結婚月祝い 

 

 

会員コメント 

成田志津子 会員 

気づきますと 60 歳をゆ

うに過ぎて参りましたが、

私（わたし）的には年をと

っている暇が無いと言うの

が実情です。すべき事が

沢山あるという事は幸せな

事と感謝し、日々大切に

着実に行（生）きたいと思います。 

木下純一 会員 

10月 25日で 51歳になり

ます。50 歳になったときは

かなり感慨深かったのです

が、50 歳から 51 歳までロ

ータリー活動・倫理・仕事

にいそがしくてあっという間

でした。また 52歳に向かっ

て頑張りますのでよろしくお願いいたします。 

浅見卓也 会員 

誕生月祝い、夫人誕生

月祝いをいただきましてあ

りがとうございました。夫人

と誕生日が一緒ということ

で運命なのかわかりません

が、今後も夫婦共々明るく

元気な家庭づくりに努めて

まいりたいと思います。 

小林忠司 会員 

妻の誕生祝いありがとう

ございました。妻は、今孫

の面倒を毎日見ております。

小学 3年、1年、4歳と 3人

の女の子です。孫が独立

するまで頑張ると思います

ので、今後共よろしくお願

いいたします。 
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大澤二三夫 会員 

18日で妻も 60歳になり

ます。最近妻宛に企業年

金の案内が来ましたが、

私の会社は企業年金が破

たんしました。現在妻も健

康です。今日は有難うござ

いました。 

柿沼洋一 会長 

大変ありがとうございま

す。妻の一枝は東京オリン

ピックの年に生まれ 52 歳

になります。最近は夫婦の

力関係が妻 6分、私 4分と

逆転してしまったような気

がしています。諸先輩方の

おっしゃる通りになってまいりました。今後も妻を

大切にしたいと思います。 

寺澤銀三 会員 

私の結婚年数は何年か

ということで電卓をたたくと

53 年、まったくはやいもの

ですね。 

そのことは別として、これ

はすごいなと思うのはもの

探し、私がいくら探しても見

つからないものをすぐパアと見つけて持ってくる。

これはすごい、その為にも長生きしてくれなくて

は困るよ、まったく。 

青木日出光 会員 

25 年前の 10 月 5 日本

日結婚をいたしました。独

身24年間を超えることを実

感しております。寺澤会員

の 53 年間に比べると未熟

ですので、先輩を見習って

今後も頑張って行きたいと

思います。 

 

乾 杯 

 

花チャリティー   間室照雄 会員 

  

ベゴニアフォーチュンと言う球根ベゴニアで

す。霜が降りる頃まで、花が楽しめます。日当た

りの良い戸外に置いて楽しんで下さい。1 週間

に 1度液肥の 1,000倍液を与えると花付きが良

くなります。 

 

お客様挨拶 

第 7G 蓮田 RC 近藤敬男 様 
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地区報告 

地区学友部門  井上 脩士 地区委員 

平成 28年 10月 30日（日）10時～17時 浦

和駅東口 PARCO前市民広場にて、ロータリー

財団設立 100周年記念「ROTARY FESTA2016」

が開催されます。当日は、埼玉栄高校インター

アクトクラブの楽器演奏、ロータリー財団学友コ

ンサート、カクテルパフォーマンスコンテストなど

のステージ、各ロータリークラブの模擬店などの

出店もあります。興味のある方は是非参加下さ

い。 

委員会報告 

親睦委員会 成田志津子 副委員長 

こうのす花火大会当日午後 4時半前、会場入

口にてお待ちします。防寒着等お持ちいただき、

ご出席よろしくお願いします。 

 加藤文男 委員長 

引き続き花火大会のことで

す。駐車場の件ですが、なる

べく各会員様の駐車券をご

利用願います。前回案内しま

した入場券のことですが、多

少の残りがありますので、必

要な方はご利用下さい。 

ふれあい鴻巣ウォーキング  

木下純一 委員長 

第 24 回ふれあい鴻巣ウォ

ーキング実行組織図と総務

部スケジュールを配布いたし

ましたので、各自役と予定を

確認しておいてください。 

又、11月 6日スリーデイマ

ーチの参加もよろしくお願い

いたします。 

  山口光男 会員 

第 39 回日本スリーデイマ

ーチについて 

 11月 6日（日）AM8：10鴻巣

駅西口集合、バスで東松山

市の会場に行きます。参加よ

ろしくお願いします。 

25周年実行委員会 松本安永 実行委員長 

現在、式典の概要が固まっ

てきています。また、式典にお

いては津田初代会長にボラン

ティア活動の思いを語ってい

ただく予定です。 

また、記念事業の提案が井

上会員から出ていますので、

これについても協議してまいります。 

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。 

広報雑誌委員会 松本安永 委員長 

10月号ロータリーの友紹介 

横組 6ページ 特集 写真で振り返る日本の

オリンピックとロータリー 

1964年 東京オリンピック、1972年 札幌オリ

ンピック、1998 年 長野オリンピックを写真で振

り返っています。 

横組 23 ページ 巣立った奨学生たちは、い

ま 

奨学期間終了後の米山学友の一例を紹介し

ています。 

横組 26 ページ ロータリー米山記念奨学会

資料 

理事に大塚信郎パストガバナーの名前があ

ります。次ページには 2770 地区の数字が出て

います。 

縦組み 13ページ～ 友愛の広場 

クラブからの投稿による記事で、読みごたえ

があります。 

縦組み 30ページ 蓮田RC・宮崎南RC合同

親睦例会 IN京都 

蓮田 RCの投稿です。 
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出席報告  山口光男」 委員長 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告       寺西修身 副 SAA 

 

 
 

 

 

前回までの合計 199,000 円

本 日 の 合 計 29,500 円

次回繰越金合計 228,500 円  
 

 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 10月 5日 9月 28日 9月 21日 

 1165回 1164回 1163回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 24 22  

欠 席 数 8 9  

例会出席率 75.00% 68.75% 100.00% 

Ｍ Ｕ 数 2 2  

合計出席数 26 24  

出 席 率 81.25% 75.00% 100.00% 

お客様スマイル 

 近藤敬男様…久しぶりの訪問です。本日は、よろしくお

願い致します。 

個人スマイル   

 小林忠司会員…土曜日の花火大会皆様の協力で開催

できます。大変ありがとうございました。 

 松本安永会員…きょう夕方小林直前会長のお見舞いに

行ってきます。 

 宮内たけし会員…花火のご協賛ありがとうございます。 

スマイル 1  蓮田 RC 近藤敬男様、鴻巣水曜 RC へよう

こそおいで下さいました。宜しくご指導お願

いします。 

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・馬場知行会員・山口光男会員・間

室照雄会員・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・柿沼洋一会員・坂口正城会員・

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・朝見卓也会

員 
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今後の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

この時期、こうのす花火大会、市民体育祭、

おおとり祭り、市民文化祭等々すべてにかかわ

っていると、何か落としているのではと一瞬不安

感がよぎります。 今回は早々と原稿が揃い（私

一人だけ原稿を最後まで書いていませんが）、

ご協力に感謝いたします。 

なお今回、第 1166回移動例会「こうのす花火

大会」の記事（写真）は割愛させて頂きました。 

 YM 

 

 

 

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  花チャリティー 

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 

12月 2日

（金） 

第 1173回移動例会 

第 5グループ IM 

東武バンケットホール上尾 

12月 7日

（水） 

第 1174回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌  花チャリティー 

地区出向報告 

12月 14日

（水） 

第 1175回移動例会 

年次総会・クリスマス例会 

熊谷ガーデンパレス 

12月 21日

（水） 
振替休会（12月 2日の振替） 

12月 28日

（水） 
振替休会（12月 31日の振替） 

12月 31日

（金） 

第 1176回移動例会 

大晦日・初詣    宝持寺 

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 


