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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 

 

 

 

 

四つのテスト 宮内たけし 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 宮内たけし会員 

お客様紹介 坂口正城副会長 

埼玉県赤十字血液センター 根岸昌之様 

会長挨拶 坂口正城副会長 

幹事報告 田邊 聖幹事 

お客様挨拶  

埼玉県赤十字血液センター 根岸昌之様 

出向者報告  地区青少年・学友 井上脩士委員 

委員会報告 

親睦委員会 加藤文男委員長 

   宮内たけし会員 

社会奉仕委員会 石井英男委員長 

   寺西修身会員 

会員卓話 

ロータリービジョン発表 宮城 仁 会員 

25周年記念実行委員会 松本安永委員長 

出席報告 宮内たけし副委員長 

スマイル報告 寺西修身副 SAA 

点鐘 
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会長挨拶 坂口正城 副会長 

JX ホールディングス・

東燃ゼネラルの合併、出

光・昭和シェルの合併。ガ

ソリンスタンドは、減る方向

にある。廃業に追い込ま

れないように頑張ります。 

幹事報告 田邊 聖 幹事 

1. 10 月 21 日（金）職業奉

仕セミナー 

場所：大宮パレスホテル 

細野、田邊参加 

2. 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 坂口、田邊出席 

3. 10月 30日（日）秋のクリーン鴻巣市民運動 

場所：ふるさとの杜 

4. 11月 2日（水）第 5回 25周年実行委員会開

催予定 

お客様挨拶 

埼玉県赤十字血液センター 根岸昌之 様 

安全な血液を安定的に供

給するために、医療機関か

らの要請の多い 400ｍｌ献血

のご協力をお願い致します。

また、200ｍｌ献血におきまし

ては過剰在庫や廃棄を防ぐ

為に、本数制限を致しまして受付をすることとな

りました。200ｍｌ献血につきましては、必要量が

集まり次第受付終了となります。 

 

 

出向者報告 

地区青少年・米山学友委員会 井上脩士 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 FESTA 2016 

episode Ⅱ」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 加藤文男 委員長 

今年度親睦旅行ありがとう

ございました。会計報告です

けど、多くの方々から多大な

るお志を頂きました。全てスマ

イルに入れさせていただきま

す。残金が出ましたので、参

加者全員に返金しますのでよろしくお願い致し

ます。 

長山洋子・細川たかし 

二人のビッグショーについて 

 宮内たけし 会員 

演目に「恋の津軽

十三湖」は入ってい

ませんでしたが地元

ということもあり、特

別配慮のもとに演目

に加えて頂くことに

なりました。是非ご予約を！！ 



3 / 4 

 
 

社会奉仕委員会 石井英男 委員長 

秋のクリーン鴻巣市民運動

について 

10 月 30 日（日）午前 8

時 30 分集合、鴻巣市上谷

総合公園内にてふるさとの

杜、清掃と草刈りの会員参

加お願い致します。 

献血実施のお願いについて 

県赤十字血液センターの根岸昌之様に説明

ありがとう御座います。11 月 30 日（水）12：00～

16：00 総合福祉センターに会員、各企業事業

所より 1名以上の 400ｍｌ献血参加者をお願いし

て頂き社会奉仕をしましょう。 

会員卓話  

ロータリービジョン発表 宮城 仁 会員 

 

レジュメに沿って話をさせ

ていただきました。本音で話

しましたので、内容について

はその場にいた方だけとさせ

ていただきます。 

 

 

25周年実行委員会 松本安永 実行委員長 

25 周年の記念誌は、会報

委員会の担当となっていま

す。現在、記念誌のための

素材を集めているところです。

今回も 20 周年の時と同様に

会員紹介のページは予定し

ています。職業紹介だけで

なく、各自の奉仕活動についても紹介していき

たいと考えています。追って皆様に会員紹介ペ

ージの原稿を依頼いたしますのでよろしくお願

いいたします。 

次回会合は 11月 2日（水）、市民活動センタ

ーを予定しています。 

 

 

出席報告  宮内たけし 副委員長 

 

 

 本日 修正 

 10月 26日 10月 19日 10月 8日 

 1168回 1167回 1166回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 17 16  

欠 席 数 16 16  

例会出席率 53.13% 50.00%  

Ｍ Ｕ 数 7 6  

合計出席数 24 22  

出 席 率 75.00% 68.75% 100.00% 
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スマイル報告       寺西修身 副 SAA 

 
 

 

前回までの合計 247,500 円

本 日 の 合 計 74,942 円

次回繰越金合計 322,442 円  
 

 

 

 

 

 

 
 

今後の予定 

 

個人スマイル   

 宮城 仁会員…本日は卓話よろしく願います。又、当店

の寿司ご利用下さり誠にありがとうございま

す。本日も元気印で… 

 代表親睦委員長加藤文男…親睦旅行楽しかったです。 

 代表会長柿沼洋一・幹事田邊 聖・親睦委員長加藤文

男…柿沼年度親睦旅行には、多くの方々か

ら多大なるお志を頂きました。誠にありがとう

ございました。 

スマイル 1  10月 30日ふるさとの杜清掃・草刈りの参加

よろしくお願い致します。 

津田健三会員・小畑正勝会員・石井英男会員・田邊 聖

会員・寺西修身会員・細野潤一会員・木下純一会員・青

木日出光会員。宮内たけし会員 

スマイル 2  宮城 仁会員さん本日ロータリービジョン宜

しくお願い致します。 

小畑正勝会員・寺澤銀三会員・山口光男会員・松本安

永会員・加藤文男会員・井上脩士会員・坂口正城会員・

成田志津子会員 

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 

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

（水） 

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 

10月 30日（日）  ふるさとの杜除草作業 

 


