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会長挨拶 柿沼洋一 会長 

新年明けましておめでとう

ございます。 

先ずもって、本年が鴻巣

水曜ロータリークラブの会員

とご家族皆様にとりましてよ

き年と成りますよう、また鴻巣

水曜ロータリークラブにとりましても実り多き一年

となりますよう祈念するところでございます。一年

のスタートに当たり 11時より鴻巣の総鎮守であり

ます鴻神社におきまして、本年がよき年と成りま

すように新年祈願祭を伊藤宮司に執り行ってい

ただきました。また、鴻神社の大神様に巫女さ

んによる「浦安の舞」をご奉納してまいりました。

きっと良い一年になることでしょう。 

さて、私の今年の始まりは 3 日、22 歳の末娘

の彼氏があいさつに来たところから始まりました。

何分初めての経験でしたので・・・嬉しいやら、

恥ずかしいやら・・・ドラマで見る様に父親（私）

が腹を立てるような事もなく和やかに 1時間ほど

話をし、二人で食事に行くというのでさっさと追

い出しました。送り出した後に静かに見守ろうと

家内と話をいたしました。 

4日は 8か月ぶりの麻雀を打ち一人勝ち、5日

は石屋の業界の年に 1 度の麻雀大会。どちらも

勝てて幸先の良い一年のスタートと成りました。

大みそかの宝持寺さん（馬場知行会員のお寺）

での除夜会で、昨年の罪穢れを落として頂いた

からだと思います。 

本日の例会では、皆様の今年一年の抱負を

語っていただくことになっておりますが、私の今

年の抱負は、とにもかくにもあと半年間全力で

会長職を全うすることに尽きると思っています。

地区補助金事業のびっくりひな祭り実行委員会

へ寄贈する倉庫も昨年末に組み立てが終わり、

近いうちに引き渡しをしたいと考えています。ま

た来月 15 日の「歌舞伎の観劇」、4 月 29 日の

「ふれあい鴻巣ウオーキング」、5 月 17 日の「25

周年記念式典」その他まだまだ行事があります

が、皆様の絶大なるご協力をお願い申し上げま

す。 

1つ報告いたします。2018～2019年度のガバ

ナー補佐を当クラブより出してほしいとの要請が

ありました。昨年末の懇和会の中でそのような話

になったそうです。その経緯と選出につきまして

は小畑会員にお任せいたしましたので後ほど例

会の中で説明していただきます。 

ロータリー以外でも、消防団の分団長として

団員の拡充が急務でありますし、埼玉県石材業

協会におきましては会計担当理事から総務担

当の副会長になります。家業の仕事以外の仕

事も大変多く忙しいことと覚悟しております。 

体調に気を付けて頑張ります。本年も宜しくお

願い致します。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 1月 6日（金）ふれあい鴻巣

ウォーキング 18時～ 第 3回

総務部会・第7回25周年実行

委員会合同委員会開催   

場所：和風レストランとき 

2. 1 月 12 日（木）ふれあい鴻

巣ウォーキング第 2回実行委員会 18時 30

分～  

場所：鴻巣市福祉センター 

3. 2月 15日の移動例会（歌舞伎観劇）29名参

加予定 観劇料 18000円は今日又は 18日

の例会で集金いたします。 

結婚・誕生祝い 

奥様誕生祝い  宮内たけし 会員 
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 誕生月のお祝いをいた

だきました。今年 1月 19日

で家内は、70 才と古希を

迎えます。有難く感謝申し

上げます。夫婦対鏡で頑

張ります！ 

 

地区出向者報告 

第 2770地区第 5グループ 

ガバナー補佐候補者推薦のお願い 

第 5グループガバナー補

佐の決定は、上尾地区 3 ク

ラブと桶川以北 5クラブが毎

年交互に交代してガバナー

補佐を選出してきました。そ

の流れで 2018～2019年度

の順番は、鴻巣水曜ロータ

リークラブとなります。また第 5グループ懇話会

会議でも参加者全員が、鴻巣水曜ロータリーク

ラブを推薦致しました。 

我がクラブ内での 2018～2019年度第 5グル

ープガバナー補佐選出の方法は、ガバナー補

佐候補者推薦書に沿った選出方式で行いま

す。 

委員会報告    

プログラム委員会 山口光男 委員長 

 1月 25日の例会内容の変

更をします。当初、吹上 RC

主管による 4 クラブ合同例

会でしたが、日程の変更申

出がありました。つきまして

は、通常例会として馬場知

行会員の会員卓話に変更

します。本日、皆様には再度出欠席の確認をさ

せていただきますので、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 

 1月 6日にレストランときで、

総務部会を開催いたしまし

た。各委員会の進捗状況と

確認を行いました。 

 12 日には、実行委員会が

あります。こちらではふれあ

い鴻巣ウォーキングにどのよ

うに市の協力をもらうかを、ロータリーとレクリエ

ーション協会ですり合わせをしたいと思います。 

25周年実行委員会  

式典部会 馬場知行 部会長 

 式典部会の内容ですが、

多くのロータリアン及び来賓

の方々をお迎えして実施し

ます。 

水曜クラブの歌の発表

（25周年事業の 1つ）や、メ

インとして歩け歩け・中学生

チャレンジ事業等の創設者である津田パストガ

バナーの講演を予定しています。他に太鼓の

演奏そして記念品も赤物（文化財指定）と決定

させていただきました。 

会員卓話      各会員新年の抱負  

加藤 勉 会員 

新年おめでとうございます。

今年は仕事を頑張ろうと思っ

ております。昨年 25 年働い

てもらった整備士が退社しま

したので、私が現場で働か

ざる訳でロータリーも休む事

もあると思いますが宜しくお願いします。 

寺澤銀三 会員 

 今年から店を息子に全面

的にお任せ致しました。 
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石井英男 会員 

 新年あけましておめでとう

御座います。 

 今年、会社が 34周年になり

ます。土地を拡張し展示場の

間口が広くなり、頑張って行

きます。ロータリークラブ宜し

くお願い致します。 

宮城 仁 会員 

物流 佐川急便→暮れに

対比 5％アップ・ヤマト運輸

→暮れに対比 10％アップ

（ネット通販による） 

人の流れ 長谷川タクシ

ー→昨年よりは少しだが良

い・熊通タクシー→昨年より

はいくばくか良い 

アメリカは、トランプ大統領によって 60兆円の

減税・100 兆円のインフラ投資。よって今年末位

からアメリカも日本も景気が良くなる。株価は、

23,000～25,000円となる。 

 

津田健三 会員 

 経済の活性化という事ば

かり政治家が目指している

が、日本の将来をしっかり

と考え予想し国民の眼をそ

ちらに向けさせなければ、

何としても人口減による日

本の衰退を食い止めなければ・・・ 

 

木下純一 会員 

 今年は、ロータリー・倫理

法人会・仕事そして家庭と

全てに全力で取り組んで

行きます。 

 

宮内たけし 会員 

 倫理運動の創始者丸山敏

雄伝を歌にし、世の中に出

したいと考えています。よろ

しくお願いします。 

 

 

馬場知行 会員 

 5 年後に予定している宝持

寺の創設者渡辺綱の千年

祭に向けて、今年 1 年事業

内容を決定すべく考えてい

きたいと思います。 

 

 

松本安永 会員 

 今年中には結果は出ない

かとは思いますが、3 人兄弟

の一緒に仕事をしている一

番下の息子に嫁さんを見つ

けたいと思います。 

 ロータリー活動では、創立

25周年を成功させたい。 

井上脩士 会員 

 今年で 65 歳、巷では高齢

者かどうか問題になっている

ようです。今年中に今後 5年

間の在り方を考えようと思う。

今年もよろしくお願いしま

す。 

細野純一 会員 

借金 5 年で 0 にすべく返

済 0元年にします。 

ロータリーも倫理運動もそ

こそこ楽しんで行きたいと思

います。 



5 / 6 

 
 

大澤二三夫 会員 

 夫婦共に過去に大病をし

ておりますので、今年もすこ

やかに過ごせればと思いま

す。 

 個人的には鴻巣C.C Bク

ラスで優勝したいです。 

成田志津子 会員 

 会社創立 20周年記念事

業に向け、地元に愛される

地元の方々に喜んでいた

だける葬儀社を目指し頑

張って参ります。 

5月 28日の 20周年セレ

マルシェをよろしく！ 

青木日出光 会員 

 「強い者が生き残る」時代

は、終了したと言われており

ます。「変化・環境に順応で

きる、対応できる者が生き残

る」時代に仕事でもプライベ

ートでも柔軟性を持って行

動して行きたい。今まで通り

「長いものにぐるぐる巻きになって、頑張ります」 

寺西修身 会員 

 本年は後厄です。身の回り

に気を付け活動します。 

本年 4 月より保険業界も

利回りが低下します。環境の

変化に対応して頑張ります。 

間室照雄 会員 

 1 月 18 日ロータリービジョ

ンのお話をする事になって

おります。その時に詳しくお

話させていただきます。 

 

 

山口光男 会員 

 今年は、長男が青年会議

所の理事長を拝命し、尚且

つ埼玉ブロック会員大会主

管クラブになるということで、

このところ頻繁に事務所を留

守にしています。お客様に

迷惑をかけないように仕事をきちんとしていきた

いと考えています。また、健康と物忘れしないよ

うに注意していきたいと思います。 

小畑正勝 会員 

去年は私にとって節目

の年で物事が順調に運

ぶことを願い、会員でもあ

る宝持寺「馬場住職」に縁

起もの大達磨を選んでい

ただきました。会社に持ち

帰り皆で代わる代わる黒

目をいれました、結果ビックリ想像以上の良き一

年間と成りました。 

新年も一年を通して「家内安全」」・「商売繁

盛」・「大願成就」と昨年同様チョッピリの良運を

と願い目玉を大きく書き込み祈願しました。 

 

坂口正城 会員 

 次年度の会長頑張ります。 

大澤会員と共にブライダル活

動を進めます。 

 

 

田邊 聖 会員 

 あけましておめでとうござい

ます。昨年は会員皆さまのご

協力のもと柿沼年度の幹事を

大過なく務めることが出来まし

た。今年も 6月まで残り半年を

全力で柿沼会長を支えてまい

りたいと思っています。7月からは坂口年度で引

き続き幹事を務めることになっています。一層気

を引き締めて坂口次年度会長と例会運営にあ



6 / 6 

 
 

たってまいります。「猿酉騒ぐ」とういう相場の格

言があります。これは相場が荒れるという意味で

すが、いい意味で仕事に、クラブ活動に騒いで

いく一年にしていきたいと思っています。 

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 423,943 円

本 日 の 合 計 21,000 円

次回繰越金合計 444,943 円  
 

 

 

 

今後の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 1月 11日 12月 31日 12月 14日 

 1177回 1176回 1175回 

 通常例会 移動例会 移動例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 21   

欠 席 数 11   

例会出席率 67.74% % % 

Ｍ Ｕ 数 0   

合計出席数 21   

出 席 率 67.74% 100.00% 100.00% 

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 

1月 25日

（水） 

第 1179回通常例会 

会員卓話 ロータリービジョン 

2月 1日

（水） 

第 1180回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌  花チャリティー 

2月 8日

（水） 

第 1181回通常例会 

外来卓話 

2月 15日

（水） 

第 1182回移動例会 

歌舞伎の観劇 

2月 21日

（火） 

第 1183回移動例会 

４RC合同例会 吹上 RC主幹 

スマイル 1  新年あけましておめでとうございます。今年

もよろしくお願い致します。 

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・松

本安永会員・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・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・宮内たけし会員 

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 


