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例会開始前の握手会 

国歌・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 

 

 

 

四つのテスト 細野潤一 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 

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 

四つのテスト 細野潤一会員 

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  加藤勉会員 山口光男会員 田邊聖会

員 坂口正城会員 

結婚月   宮城仁会員 加藤勉会員 大澤二三夫

会員 成田志津子会員 竹内幾也会員 

乾杯  小林忠司会員 

地区出向者報告 

会員増強委員会 大澤二三夫委員 

委員会報告 

ふれあい鴻巣ウォーキング 山口光男委員 

社会奉仕委員会 馬場知行委員 

ロータリーの友紹介 松本安永委員長 

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 馬場知行副 SAA 

点鐘 
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会長挨拶 柿沼洋一 会長 

こんにちは。 

12 月 2 日（金）の IM には

多くの会員の皆様にご参加

頂き有難うございました。17

名の参加でした。今年は開

始時間が遅く 15：30～16：45

までの式典と 17：00～18：30

までの公演、そして 20：30 まで懇親会と例年よ

りも 2 時間ほど遅い始まりで、そのせいか昨年

よりも大変長く感じました。その中で式典の会

長幹事紹介では私も幹事も名前を間違えられ

ました。何度言っても間違われるのは・・・当クラ

ブの 25 周年の式典においてはご来賓の皆様

のご紹介につきまして特に注意を払いたいと思

います。 

次年度の会長幹事の紹介では、鴻巣 RC の

次年度会長として津田パストガバナーの娘さん

が紹介され、津田パストガバナーが大変照れて

いる姿を拝見しました。 

第 2 部の講演会は、元（株）オリエンタルラン

ド専務取締役の奥山康夫氏による『東京ディズ

ニーリゾートのゲスト・サービス』というテーマで

の講演でした。ほとんどのメンバーの方はお聞

きになっていますので細かな内容は控えます

が、誘致の苦労話や事業運営の理念、発想な

ど楽しく又大変良いお話だったと感じました。

特に「想像（常識）を超えたところに感動がある」

という一言は言い古された言葉ですが、一通り

お話を聞かされた後に聞きますとガツン！！と

響く一言であったと思います。久しぶりで良い

講演を聞きました。皆様はどのように感じたでし

ょうか。 

第 3 部の懇親会では、ご年配の会員の方々

が旧交を温め合っている姿が本当に楽しそうで

ほっこりした気分になりました。 

来週は、年次総会で次年度の体制が固まり

坂口年度がスタートします。楽しいクリスマス例

会として、また坂口年度の良い門出となります

ようご協力をお願い致します。 

話は変わりますが、近頃ノロウイルスが流行

っているために各地のイベントなどで「餅つき」

が中止になっているようです。人間が弱くなっ

てしまったのか、ウイルスが強くなっているのか

分かりませんが皆さんも気を付けてください。12

月 4日鴻神社での酉の市では盛大に餅つき大

会を行いました。人々が集うのはやはり楽しい

ことです。ロータリーもますます楽しい集いにし

たいと思います。 

この例会が今年最後のホーム例会（通常例

会）となります。本日も宜しく願い致します。 

幹事報告 田邊 聖 幹事 

1. 11 月 30 日（水）移動例

会 献血例会 

  場所：鴻巣市福祉センタ

ー 12時～16時 41人参加 

38人献血 

2. 12月 2日（金）移動例会 

IM 

  場所：東武バンケットホール上尾 15時 30

分点鐘 17名出席 

3. 12月 5日（月）第 6回 25周年実行委員会開

催 

  場所：市民活動センター 18時～ 

4. 12 月 7 日（水）2016－17 年度上期パスト会

長会開催 

  場所：大正家 18 時から パスト会長 13

名参加 

5. 12月 8日（木） 第 8回会長・幹事会開催予

定 

  場所：大宮すし堺 18 時～ 柿沼会長、

田邊幹事参加 

6. 12 月 14 日（水）年次総会・クリスマス例会開

催 

  場所：ガーデンパレス熊谷 18時点鐘 

7. 12月 15日（木）桶川ロータリークラブ創立 45

周年記念式典開催 

  場所：桶川市民ホール 12時～ 

8. 12 月 21 日（水）振替休会 1 月度理事会、
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忘年会開催 

  場所：和風レストランとき 18時～ 

9. 12月 31日（土）移動例会 年越し例会 

  場所：宝持寺 

結婚誕生祝い 

誕生祝い 加藤 勉 会員 

 

山口光男 会員 

 
今月 21 日で満 63 歳（誤り 64 才）になりまし

た。年齢と共に健康に結構気を使うようになりま

した。先日、嵐山町にある温泉施設に行きまし

たが、そこは、薬用温泉（薬草）で疲労回復の

ほか特に肌に良いようで、入浴していると肌が

ピリピリしてきます。時間があればそこに行こうと

思っています。本日はお祝いありがとうございま

した。 

田邊 聖 会員 

 

 皆さまこんにちは。25 日で

53 歳になります。おかげさま

で一年間大過なく過ごすこと

が出来ました。昨年もこの場

所でお話ししましたが、現在

の一番の悩みは薄毛です。

この一年も随分と薄くなった

と思います。薄毛の治療薬があると聞きました。

治療を受けるか受けまいか思案しているところ

です。そんなことを考えているうちに一段と薄く

なった気がしました。何はともあれ健康第一で

す。本日はお祝いをしていただきありがとうござ

いました。 

坂口正城 会員 

 

 

 12 月 30 日で 58 歳になりま

す。只今、1人暮らしですので

夕食のまかないをしてくれる

方を募集しております。 

 

 

結婚月祝い 宮城 仁 会員 
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加藤 勉 会員 

 

皆様こんにちは。12 月は

誕生月、結婚月と 2 つのお

祝いありがとうございます。8

月に 25 年勤めた従業員が

退社して 10 年ぶりに現場で

頑張っております。また結婚

して 49 年になり、妻も病気し

ましたが、今は元気になって良く遊んでいます。

来年は金婚式になります。元気で迎えたいと思

います。本日はありがとうございました。 

大澤二三夫 会員 

 

12月 2日結婚記念日が地区の IMの日でし

た。結婚して32年になります。夫婦共現在は健

康に過ごしております。今後共宜しくお願い致

します。 

成田志津子 会員 

 

 結婚月お祝いをいただき

ましてありがとうございます。

健康に関する情報を集めつ

つ、健康に気をつけ寒さに

負けず、年末を乗り越えて行

きたいと思います。ありがとう

ございました。 

乾杯   小林忠司 会員 
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地区出向者報告 

会員増強委員会 大澤二三夫 委員 

会員増強維持部門は月

間が終わり、卓話依頼もあり

ません。200 名ほどの増で

推移していますが、7月を迎

えた時の数字がわからない

状況です。また来年、大貫

年度の出向者の名簿が出ていますが、上尾西

RC の河原畑さんの部門委員長は決まっており

ますが、現在広報部門委員長で過去に増強の

部門委員長をやっておられた梶間順子さんが

委員で来られるようです。 

私の次年度は津田さんが力を入れておられ

ることもあり、ブライダル委員会への出向を希望

しておりますがまだ、決定はしておりません。ま

た一年よろしくお願いいたします。 

委員会報告 

ふれあい鴻巣ウォーキング 山口光男 委員 

先日 4 日、鴻巣市の主

催で健康健やかウォーキ

ングが開催されました。 

今、鴻巣市は健康都市

宣言をした取り組みで、市

民に万歩計を 2000 個支

給し、一日一万歩を目標

にカウントし、一年間のそのポイントによってお

米や煎餅など商品を出すというものです。 

市では歩鴻マップとして 6 コースを作ってい

ますが、当日は A コース、B コースで参加者は

396 名でした。今回は市として初めての取り組

みということもあって市の職員、特に課長以上

は全員で 100 名近くが動員さました。今後どの

ようになるかは分かりませんがまずまずの参加

で頑張っているのがわかりました。 

当クラブとしては市との共催を目指し、出来

れば小中学生の沢山の参加を集めたいと思っ

ています。 

 

社会奉仕委員会 馬場知行 委員 

本日木下会員が早退さ

れましたので代わりにお話

しさせていただきます。 

3月 15日に鴻巣・北本倫

理法人会で倫理経営講演

会を開催いたします。経営

に参考になると思いますの

で、ぜひ皆様にご出席を頂きたくご案内させて

いただきます。 

広報雑誌委員会 松本安永 委員長 

12月号ロータリーの友紹介 

縦組み 29ページ  

ROTARY AT WORK 

米沢中央 RC のクラブ創

立 30周年事業の紹介記事 

縦組み 30・31ページ  

ROTARY AT WORK 

宇都宮東 RC、秦野名水

RCの消防自動車寄贈の記事 

今回は周年記念事業のヒントとなる記事を紹

介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 

今月 5 日、実行委員会を開催いたしました。

この中で、今までの流れを見ていただくため作

業行程表をお配りいたしました。実行委員会の

中で意見を交換しながら、現在式典の流れは

ほぼ決まってきました。祝宴に関しても次回あ

たりで発表できると思います。 

記念誌部会は当初、小林直前会長にお願

いしておりましたが、ご存知の通り病気療養中
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ということで、寺西会員に部会を担当していた

だく事になりました。20 周年の時は会員紹介の

ページは事業所主体でしたが、今回は皆様の

地域での顔を紹介したいと考えております。詳

しくは改めて寺西会員から案内がありますので、

よろしくご協力お願いいたします。 

本日の花チャリティー 

 

出席報告  山口光男 委員長 

 

 

スマイル報告       馬場知行 副 SAA   

 

前回までの合計 375,942 円

本 日 の 合 計 19,000 円

次回繰越金合計 394,942 円  

今後の予定 

 

 

 本日 修正 

 12月 7日 12月 2日 11月 30日 

 1174回 1173回 1167回 

 通常例会 移動例会 移動例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 19   

欠 席 数 13   

例会出席率 59.38% % % 

Ｍ Ｕ 数 6   

合計出席数 25   

出 席 率 78.13% 100.00% 100.00% 

スマイル 1  12月 14日は柿沼年度の年次総会・クリスマ

ス例会です。ご出席宜しくお願い致します。 

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・馬場知行会員・山口光男会員・松

本安永会員・加藤文男会員・井上脩士会員・大澤二三

夫会員・柿沼洋一会員・坂口正城会員・宮坂良介会員・

田邊 聖会員・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 

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 

1月 18日

（水） 

第 1178回通常例会 

会員卓話 ロータリービジョン 

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 


