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例会開始前の握手会 

ロータリーソング斉唱  

   ロータリーソング       奉仕の理想 

鴻巣水曜ロータリー賛歌「われらが誇り」 
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司会 小畑正勝 SAA  
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会長挨拶 柿沼洋一 会長 

こんにちは。今日は浅水

尚伸（よしのぶ）ガバナーを

お迎えしての公式訪問例会

です。宜しくお願い致しま

す。例会に先立ちましてガ

バナーとの懇談会を行い

色々と楽しく意見交換をさ

せて頂きました。会員の皆様には通常よりもかな

り早くご出席を戴き、ガバナーのお出迎えにご

協力を戴きまして本当にありがとうございます。 

去る 12日（土）、13日（日）は地区大会でした。

RI会長代理として第 2530地区、2001～2002年

度ガバナーである福島県の喜多方 RC 佐原元

（さわらはじめ）様をお迎えしての地区大会でし

た。我がクラブの津田健三ご夫妻が RI 会長代

理エイドとして佐原RI会長代理のサポートとして

大任を果たされていらっしゃいました。その補佐

役として馬場パスト会長ご夫婦がいらっしゃった

ことにも幹事と二人只々驚きました。そしてロー

タリーにとって地区大会の持つ重み（重要性）、

の一端を垣間見たような気がいたしました。また、

このことを通して鴻巣水曜 RCが第 2770地区に

対して貢献できていることも再確認いたしました。

お二人と令夫人のお二方に心より深く感謝申し

上げます。 

本会議の中で「地区大会決議（案）」が第 1号

～第10号まで有り無事にすべて採択されました。

その中で「決議第 10 号」として次年度地区大会

が大貫等ガバナーエレクト所属の上尾西 RC を

ホストクラブとし、他第5グループの各クラブ（7ク

ラブ）がコ・ホストクラブとして 2017年 11月 11日

（土）浦和ロイヤルパインズホテル・12 日（日）さ

いたま市文化センターにおいて開催されること

が決議されました。 

その後各部門の現況報告がなされ、地区内

の状況を知ることが出来ました。 

18：00～「RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会」が

行われフルコースの料理を戴きながら雰囲気を

楽しませて頂きました。 

13 日は RI 会長代理ご臨席のもと、まず地区

内クラブ紹介ということで、クラブの会長紹介も

あり私もステージの上に第 5 グループの会長の

方々と一緒ステージに立たせて頂きました。参

加された坂口副会長、小畑会員、宮城会員、寺

澤会員、加藤勉会員、松本会員、山口会員、井

上会員、寺西会員、成田会員、木下会員、田邊

幹事、そして津田パストガバナー、馬場会員に

ご声援を戴きまして誠にありがとうございました。

大変気持ち良かったです。 

大会の準備から終了まで、浅水ガバナーに

おかれましては誠にお疲れ様でした。 

1 つだけお話をさせて頂きます。東北大学 

加齢医学研究所 所長の川島隆太医学博士の

報告による話です。大変ショッキングでもあり私

にとっては「あゝ やっぱりなぁ～」という感想なの

ですが、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サ

ービス）いわゆるメールやライン、チャット、ツウィ

ッター、フェースブックなどといった『ネット上で

社会的なつながりができるサービス』のことなの

ですが、川島博士の研究によると「SNS で記憶

が消える」という結果が出ているそうです。SNS

をしている時、脳に抑制が掛かることが分かって

いたそうです。これは脳が眠っている状態なの

だそうです。『ライン』などの文面を見ると、きわ

めて貧困な言葉の羅列になっていて幼稚園レ

ベルの会話しか続いていないのだそうです。7

年間、仙台市の 7 万人の子供たちの脳を追い

かけてみた所、スマホや SNS の利用と学力との

関係が明らかになり、使えば使うほど学力は下

がるそうです。要はスマホを使うことによって「脳

の中の学習した記憶が消えた」というのです。 

ではどうしたらよいのか？ という疑問が浮か

びます。その答えはずばり『読書習慣』しかも

『素読
そ ど く

』だそうです。1日に 10～15分素読を行う

と前頭前野の両側の体積が増加しているのが

実際に MRIで脳を調べ証明されたそうです。大

人でも思考力や記憶力が回復するそうです。脳

の神経細胞のシナプスの量が増え脳内のネット
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ワークが通じ易くのだそうです。それも MRIで見

て分かるくらいに劇的に変化するそうです。 

ウオーキングで体を整え、素読で脳を若返ら

せましょう。 

 それではガバナー公式訪問例会、宜しく願

い致します。 

幹事報告 田邊 聖 幹事 

1. 11 月 2 日（水）第 5 回

25 周年実行委員会開

催 

場所：市民活動センタ

ー 松本委員長他 7名

参加 

2. 11月 6日(日) 日本スリ

ーデーマーチ視察ウォーク 

山口、石井、井上、田邊、寺西 

3. 11月 7日（月）ふれあい鴻巣ウォーキング総

務部会開催 

場所：和風レストランとき 木下委員長他 5

名参加 

4. 11 月 9 日（木）プログラム・出席委員会、親

睦委員会合同委員会 

場所：和風レストランとき 年次総会・クリスマ

ス例会について  

山口委員長、加藤（文）委員長、柿沼会長

他 2名参加 

5. 11月 12日（土）、１3日（日）地区大会 

場所：ロイヤルパインズ、越谷コミュニティセ

ンター 

これからの予定 

① 11 月 30 日（水）移動例会 献血例会 鴻巣

市総合福祉センター 12時～16時 

② 12月 2日（金）IM 15時～登録開始 15時

30分～式典 

③ 12月 7日（水）パスト会長会 18時から大正

家 

 

委員会報告 

社会奉仕委員会 石井英男 委員長 

鴻巣市献血推進協議会

に今回献血例会を実施し

ます。 

今月 11月 30日水曜日、

市総合福祉センターにて  

12：00～16：00 までです。 

全会員、企業のフル参

加をよろしくお願いします。 

ふれあい鴻巣ウォーキング 木下純一 委員長 

11月 7日に総務委員会、

10 日に実行委員会を開催

しました。11月 8日には鴻

巣市健康づくり部とこれか

らどういう形で協力してい

けるか話し合いをしました。

取り急ぎ 12 月 4 日の市主

催のウォーキングに参加協力したいと思いま

す。 

ガバナー公式訪問卓話  

ガバナー 浅水尚伸 様 

2016 年 1 月 17 日から

24 日まで、私は、米国サ

ンディエゴにて、国際協議

会に参加して参りました。

そこには、ガバナーとして

参考となる様々なテーマ

についてのスピーチが用

意されていました。また、ロータリーにより人生を

変えてもらえたと話す何人かの感動的な体験談

があり、あらためて、ロータリーが如何に有意義

な活動を世界中で行っているかを知ることがで

きました。国際協議会2日目に、ジョン・ジャーム

会長から発表された 2016～17年度RIテーマは、

「人類に奉仕するロータリー」でした。このシンプ

ルで壮大なテーマで、皆様は何を感じるでしょう

か。ポリオ撲滅活動のように、ロータリーは、既
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に、世界中で大掛かりな奉仕活動を実践してお

り、この現状を述べただけのものでしょうか。そう

ではないはずです。私たちは、さらに、前進を続

けなければならい。さらなる人類の幸福のため

に、平和な世界を築くために、価値観を共有で

きる仲間を増やし、クラブをより活気あるものにし、

明日に向かってさらに発展していかなければな

らないということを意味するものです。また、この

テーマは、世界中の仲間が人々を救う活動して

いることに、私たちロータリアンは、誇りを持つべ

きであるとも語っています。 

今年は、ロータリー財団 100周年の年であり、

また、長年の悲願であったポリオ撲滅がいよい

よ視野に入った年でもあります。この絶好の機

会に、会員増強に努め、社会にロータリーの真

の姿を理解してもらい、皆様のクラブを少しでも

楽しく活気あるものにしていきましょう。今年度、

地区内のすべてのクラブの皆様がロータリーを

心から楽しめることを心から願っております。 

 

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 349,442 円

本 日 の 合 計 26,500 円

次回繰越金合計 375,942 円  
 

 本日 修正 

 11月 16日 11月 12-13日 11月 2日 

 1171回 1170回 1169回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 23  22 

欠 席 数 9  10 

例会出席率 71.88% % 68.75% 

Ｍ Ｕ 数 7  1 

合計出席数 30  23 

出 席 率 93.75% 100.00% 71.88% 

お客様スマイル 

 大貫 等様…本日は、宜しくお願い致します。 

個人スマイル   

 宮内たけし会員…2月 20日のコンサートのチケットの申

込は連絡済みです。ありがとうございまし

た。 

スマイル 1  浅水尚伸ガバナー・大貫等ガバナー補佐よ

うこそ鴻巣水曜ＲＣへお越し下さいました。

本日の公式訪問ご指導宜しくお願いしま

す。 

津田健三会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・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・

宮坂良介会員・田邊 聖会員・寺西修身会員・細野潤一

会員・木下純一会員・竹内幾也会員・青木日出光会員・

浅見卓也会員 
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第 1172回移動例会  11月 30日（水） 

12:00～16:00 献血  総合福祉センター 

第 1173回移動例会 12月 2日（金） 

第 5グループ IM 

東武バンケットホール上尾 
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今後の予定 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 

ガバナー公式訪問例会の後、移動例会が続

いたため、今回の会報は写真集になってしまし

ました。 

今年度はクラブ創立 25 周年記念の年、皆様

から出来るだけ多くの写真データーの提供をお

願いいたします。                 YM 

 

 

 

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

（土） 

第 1176回移動例会 

大晦日・初詣    宝持寺 

1月 4日

（水） 
法定休会 

1月 11日

（水） 

第 1177回通常例会 

結婚・誕生祝い 

会員卓話 各会員新年の抱負 

広報・雑誌  花チャリティー 

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 


