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例会開始前の握手会 

ロータリーソング斉唱 我等の生業 

 

四つのテスト唱和    井田喜代志 会員 

 

お客様   長谷川 清  様 勝 達子 様 

 

 

例会プログラム 

司会 石井英男会員  

点鐘 

ロータリーソング（我等の生業）斉唱 

四つのテスト唱和 井田喜代志会員 

会長挨拶 井上脩士会長 

幹事報告 大澤二三夫幹事 

委員会報告 

ふれあい鴻巣ウォーキング実行委員会  石井英男委員長

次年度役員会 加藤文男次年度会長 

卓話 

さいたま市教育委員会事務局  生涯学習部 北書館 資料案内係  長谷川清様 

出席報告 仁美惠美子委員 

スマイル報告 井田喜代志会員 

点鐘 

 

わ 
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会長挨拶            井上脩士 会長 

今朝の上谷公園

は、木々が青々とし

ていますが、同時に

雑草も目立ってきま

した。 

14日（土）第 18回

ふれあい鴻巣ウォー

キングが石井委員長の報告にありましたように

ボランティアも含め 1500 名参加していただき、

大成功裏に終了できました、多くの会員の協力

に感謝いたします。20 日（金）、双葉町・金山町

への支援活動について吹上 RC・鴻巣 RCの会

長とともに原口市長に面会してきます。今日は、

鴻巣オープンガーデンに協力するため徳之島

より勝達子（女房の母）が参加させていただきま

す。 

幹事報告         大澤二三夫 幹事 

①第 18回ふれあい鴻

巣ウォーキング協力

戴き有難うございま

した。 

協賛金も 101 万円

集まり、寸志７万5千

円を含め 108万 5千

円集まりました。 

協賛金を集めて下さり、有難うございました。 

②5 月 25 日は 4C の親睦ゴルフコンペが富貴

GCで 7組で開催されます。 

来年は吹上 RC さんも含めて 5Cで行われれ

ばと思います。 

③5月 29日クリーン鴻巣開催されます。会員の

皆さんは 8時 30分鴻巣市役所に集まって戴

き、9 時に、上谷のふるさとの杜で作業をした

いと思います。 

④6月 1日通常例会ですが、当日、井橋ガバナ

ーが小畑ガバナー補佐輩出の御礼にいらっ

しゃいます。多くの皆さんでお迎えしたいと思

います。 

 
津田健三 会員 

ニューオリンズ国際大会に出席してまいりま

す。出発は 5 月 20 日帰りは 5 月 27 日（金）で

す。私の誕生日 5月 25日に大会会場において

田中作治パスト理事から RI会長（エレクト）就任

演説がございます。どんな挨拶内容になります

か、大変期待しています。何といっても暫らくぶ

りの（日本人として 3人目）日本からのRI会長で

す。全世界が注目し期待しています。餞別まで

頂戴しましたのでしっかりと勉強して参ります。 

 

寺澤銀三 会員 

待てば今日の日和かな 

沢山の御餞別を戴き皆様方のあたたかい友

情に感謝いたします。では、元気で国際大会に

行ってきます。 

委員会報告  

ふれあい鴻巣ウォーキング実行委員会 

石井英男 委員長 

お礼・ご報告 

新緑の候、ます

ます御健勝のこと

とお慶び申し上げ

ます。 

5 月 14 日(土) 

鴻巣ふれあいウォーキングは天候にも大変恵ま

れたくさんの方々に各コースをそれぞれ楽しん

でいただけました。 

これもロータリー会員全員で、一丸となった前

日・当日の運営協力、また今年は震災後という
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事で何度も話し合いを重ねた上での、多大なる

ご支援・ご協力をいただきました事を心より感謝

申し上げます。 

最終会議を 6 月に予定しておりますが、5 月

14 日(土)当日の報告を下記に掲載させていた

だきました。 

■参加合計人数  1,500名弱 

内訳 1,337 名の参加（市内の中学生

108名・一般のボランティア 12名含む） 

ロータリー会員、レク協、日赤奉仕団  約

100名 

■コース別 参加人数 

Aコース：600名 

B コース：250名 

C コース：380名 

以上、お礼ならびにご報告させていただきま

す。 

卓話 

さいたま市教育委員会事務局 生涯学習部 

北図書館 資料案内係      長谷川清 様 

「文学と鴻巣」

という主題で、鴻

巣文学散歩とい

う内容の卓話を

させていただき

ました。概要は

次のとおりです。

なお、当日は紹介した作品の朗読を折り混ぜま

した。 

鴻巣は、世界に誇る滝馬室形式土偶（みみ

ずく土偶）と、東日本最大級の埴輪工房である

生出塚埴輪窯を擁し、「日本書記」の安閑天皇

にも登場する歴史的風土を持っています。 

市内の勝願寺は、俳人の墓が集うことで有名

ですが、布袋庵柳几と福島東雄の墓は埼玉県

の指定文化財になっています。また、箕田地区

には、松尾芭蕉の句碑があり、小林一茶も、信

州に帰る途中に市内の油屋旅館に滞在して発

句しています。 

短歌では、昭和を代表する女流歌人の大西

民子が、勝願寺や馬型埴輪にちなんだ作品を

残しています。 

鴻巣ゆかりの現代詩人が 3人います。 

「行為の意味」という作品で脚光を浴びてい

る宮澤章二は、「ジングルベル」の歌詞で有名

ですが、大芦小学校と吹上北中学校の校歌を

作詞している光と風の詩人です。 

 

小松に住んでいた大木実は、「君が好きだよ」

に代表されるように、淡い疲労と愁いの気持ち

を親しみのある平易な言葉で表現し続けました。

「原馬室一里塚」「夕方の散歩」など、多くの作

品に鴻巣の風景がうたわれています。鴻巣女子

高等学校の校歌も手がけました。 

鴻神社近くで生まれた秋谷豊は、「武蔵野」

「鴻巣」という作品に象徴されるように、生まれ育

った鴻巣での体験と、父母への思いを表現した

作品を作りつづけました。登山家としても有名

ですが、鴻巣から見える秩父の山並みへの憧

れをいつも感じていたそうです。 

日本は何かを考え続けた作家司馬遼太郎が、

「街道をゆく」の連載を始めた時から亡くなるま

で、同行して挿絵を描いたのが洋画家の須田

剋太です。鴻巣出身で、蛇を捕らえて食べたり、

国道のコンクリートを持ち帰ろうとするなど個性

的な逸話があります。 

松本清張の未完の遺作「神々の乱心」は、昭

和史の闇と古代史を複合させた推理小説です。

埼玉県特高課の係長が白骨死体の謎を追って、

東松山駅からタクシーで黒岩横穴群を調査し、

鴻巣を訪れます。鴻巣の舞台のミステリーはこ

の作品だけだと思います。 
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大木実の終焉の地であると同時に秋谷豊の

故郷でもある鴻巣は、人形の町といわれますが

詩人の町でもあり

ます。この文学的

風土と文脈を、次

の世代に伝えるこ

とが僕たちの責務

であると感じてい

ます。 

加藤文男 次年度会長 

次年度役員、委員長

会議を 5/24に開催し

ます。 

詳細は各自へファッ

クス配信しますので

宜しくお願いします。 

出席報告         仁見惠美子 委員 

 

 本日 修正 

 5 月 18 日 5 月 11 日 4 月 27 日 

 911 回 910 回 909 回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 33 30 33 

出 席 数 18 17 33 

欠 席 数 15 13 0 

例会出席率 54.55% 56.67% 100.00% 

Ｍ Ｕ 数 2 3 0 

合計出席数 20 21 33 

出 席 率 60.61％ 70.00％ 100.00％ 

スマイル報告        井田喜代志 会員 

 

個人スマイル  

井上脩士会員・・・本日は母がお世話になります。 

柿沼洋一会員・・・過日は父行雄の葬儀にご会葬いた

だきまして誠にありがとうございまし

た。また、過分なご芳志に対しましても

心より感謝申し上げます。 

先日開催されました「第 18 回ふれあい鴻

巣ウォーキング」も財務委員長の任を全

うできませんでした事をお詫びいたしま

す。大変申し訳ありません。 

例会場にて直接お礼とお詫びを申し上げ

なければなりませんが、3 月 11 日の東日

本大震災の影響による墓所や塀の工事の

関係で、毎日お客様から催促をいただい

ております関係上、書面にて失礼させて

いただきます事を、お許しください。 

小林玲子会員・・・三男の就職内定が決まりました。 

スマイル1  長谷川清様 本日の卓話よろしくお願いしま

す。 

紀陸一夫会員・津田健三会員・小畑正勝会員・加藤勉

会員・寺澤銀三会員・井田喜代志会員・馬場知行会 

員・間室照雄会員・松本安永会員・井上脩士会員・長

谷川信子会員・仁見惠美子会員 

スマイル 2  ふれあい鴻巣ウォーキングでは約千四百名

余の参加がありました。お疲れ様でした。 

津田健三会員・小畑正勝会員・間室照雄会員・松本安

永会員・加藤文男会員・大澤二三夫会員・石井英男会

員・仁見惠美子会員・小林功会員 

 

前回までの合計 578,625 円

本 日 の 合 計 34,000 円

次回繰越金合計 612,625 円
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原口市長との話合い（5・２0） 

1. 双葉町民の就労支援 

加須市へ双葉町から要請があれば鴻巣

市も動くことにしている。その際には、３RC

にお話ししますとのこと。 

2. 騎西高校に富士電機より払下げ受けた

「パーテーション」の設置について。 

双葉町より要請があれば、見積もりをとっ

て考えましょうとのこと。 

3. 金山町、原発風評被害による農作物など

の販売支援について。 

現在のところ鴻巣市へ金山町からの要請

はないが、従来より行っている鴻巣市のイ

ベントでの金山町の産物販売は続けてゆ

く。吹上 RCが計画していた金山町でのサ

マーキャンプは中止とする（受入れ先が

難色を示しているため）。子供たちへの原

発の影響を心配している。 

 

 

5月 25日（水） ４C親睦ゴルフ 
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今後の活動予定 

 

 

5月25日 

（水） 

休会 

4C親睦ゴルフ 

5月29日 

（日） 

地域事業 

クリーン鴻巣市民運動 

8：30 市役所集合 上谷総合公園 

植樹会場及び周辺 

6月 1日 

（水） 

第 913回 通常例会 

会員誕生・配偶者誕生・結婚月祝い

花チャリティー 

6月 8日 

（水） 

第 914回 移動例会 

職場訪問 

6月15日 

（水） 

第 915回 通常例会 

クラブ協議会 

6月22日 

（水） 

第 916回 通常例会 

クラブ協議会 

6月29日 

（水） 

第 917回 移動例会 

最終例会 とき大宴会場 6時点鐘 

クラブ会報委員会 

委員長  石井英男     副委員長  小林玲子 

委  員 井田喜代志 柿沼洋一 長壁宏明 松本安永 


