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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 

 

四つのテスト 石井英男 会員 

 
 

会長挨拶 柿沼洋一 会長 

こんにちは。昨日鴻巣市商

工会青年部の新年会兼創立

50 周年祝賀会に行ってまい

りました。この中で埼玉県商

工会青年部連合会会長の大

澤宏貴さん（深谷商工会青

年部）から全国の青年部連合会会長会議でも

鴻巣の花火大会が評判になっているとの話があ

りました。 

例 会 次 第 

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 石井英男会員 

会長挨拶 柿沼洋一会長 

幹事報告 田邊 聖幹事 

地区出向者報告 津田健三会員 

 井上脩士会員 

 大澤二三夫会員 

 寺西修身会員 

委員会報告 

世界らん展バレンタインナイト特別招待券について 

 間室照雄会員 

外来卓話 

地区職業奉仕委員 杉村幹夫様 

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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鴻巣の河野靖憲青年部部長からも今年も盛

大に第 16 回の花火大会を開催すると話があり

ました。 

さて、本日の例会は 地区職業奉仕委員会か

ら杉村幹夫委員をお迎えしての例会です。「ロ

ータリーにおける職業奉仕」というテーマでの卓

話をして頂きます。私は RLIの 1～3に参加して

も、ペッツに参加してもこの職業奉仕というのが

今一つ理解しきれておりません。杉村委員は八

潮 RC の直前会長でもありロータリーのベテラン

会員でもありますので今日は楽しみにして参りま

した。どうか宜しくご教示の程お願い致します。 

また、今週はプロゴルファー松山英樹のフェ

ニックスオープン 2連覇というニュースから始まり

ました。4打差 2位タイからのスタートで、後半追

いつきプレーオフ 4 ホール目で決め優勝しまし

た。優勝賞金 120万ドル、約 1億 4千万円。『凄

い』の一言です。ご本人の努力は勿論のことで

すが運を自分の方に引っ張ってくるのが大変上

手なのでしょう。 

鴻巣水曜 RCの皆さんも経営者としてきっと運

を引き寄せる力の持ち主なのだと思っています。

私は家業（石材業）の 3代目ですが、父親がチョ

ット失敗して昭和 3年に設立した会社を昭和 62

年の始めに整理し、新たに自分の会社を興し家

業を継ぎました。以来来月 3日で 30周年を迎え

ることになりました。紆余曲折はありましたが地

域の皆様に可愛がっていただきここまで来ること

が出来ました。言葉には出来ないほど有難いこ

とだと思います。当時は高い志や、強い信念な

ど全く無く只々口惜しさと、反骨心だけだったと

思うと恥ずかしい限りですが、そんな私でも不思

議と人に恵まれ何となく困難な状況を乗り越え

ることが出来たような気がします。私は自分の周

りの皆さんの運にすがってここまで来られたよう

に思えてなりませんでした。 

そこで考えさせられることがあります。「運」や

「ツキ」って何だろう。どういうことなんだろう？ と

云うことです。 

父のことがあって、なんで俺が・・・いつもそう

思っていました。そんな時ある易者さんと知り合

いました。そして 30歳過ぎから約 10年間この易

者さんに習った時期がありました。詳しいことは

機会があればお話しいたしますが、私の先生の

易者さんは「当たる」「外れる」から言えば、知りう

る限りでは 1度も外したことが有りませんでした。

先生が常に言っていたことは、「人間努力と根

性で人生開けると思ったら、そうしたら良い。必

ず行き詰まる（にっちもさっちも行かなくなる）時

が来る。間違った努力、根性は百害あって一利

なし」でした。易、占いに盲目的に頼ることは論

外ですが道具は使いようです。正しく理解し使

いこなせば良き人生の羅針盤と成り得ます。ロ

ータリー活動においても皆さんの運をいただき

ながら、独りよがりにならぬように注意して年当

初に掲げた事業目標を一つずつ遂行したいと

思います。 

本日も宜しくお願い致します。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 2月 3日（金）第 8回 25周

年実行委員会開催 

場所：鴻巣市市民活動セ

ンター 18時～  

次回開催予定 3 月 3 日

（金）場所：鴻巣市市民活

動センター 18時 30分～ 

2. 2月 13日（月）第 4回ふれあい鴻巣ウォーキ

ング総務部会開催予定 

場所：和風レストランとき 18時 30分～ 

3. 2 月 15 日（水）第 1182回移動例会 歌舞伎

観劇 鴻巣駅 13時 10分集合 13時 20分発

上野東京ラインに乗車します。開演 16 時 30

分 終演 20 時 50 分予定 終演後現地にて

解散予定 

4. 2月 21日（火）第 1183回移動例会 4 クラブ

合同例（吹上 RC主管） 

場所：鴻巣市市民活動センター 18 時 30 分

受付 18時 50分点鐘 

5. 2月 22日（水）第 9回会長幹事会 

場所：桶川市 花寿司 18時～  



3 / 6 

 
 

柿沼会長 田邊幹事出席予定 

6. 3月 8日（水）第 1185回通常例会 鴻巣市長

原口和久様来訪予定 

委員会報告    

世界ラン展バレンタインナイト 

特別招待券について 

 間室照雄 会員 

東京ドームで行われる世界ラン展の無料招

待券です。2 月 14 日 PM5:30～9:00 までの時

間帯ですが無料で見学できる券です。必要な

方は申し出てください。家内たちが制作したハ

ンギングコーナーもぜひ見てください。 

25周年記念誌 寺西修身 部会長 

20～24 代会長の年度振り返り A4 一枚原稿

をお願いします。期限平成 29年 2月末まで 

外来卓話  

地区職業奉仕委員 杉村幹夫 様 

皆様、今日は、日頃から地

区の職業奉仕、委員会活動

にご理解賜り改めて感謝申し

上げます。本日は、卓話依頼

と言う事で、お邪魔させて頂き

ました。私、八潮RC直前会長、

職業奉仕、卓話受付担当委員、次年度職業奉

仕委員長を予定しております。 

★職業は総合建設、私自身が大工でも有りま

す。1月 11日浦和ダイヤモンド卓話から始まり、

本日迄13クラブ卓話実施計画が有り、私も先日

さいたま新都心、越谷北、三郷を終えました。部

門委員長、委員長と手分けし、公式訪問並みの

忙しさでした。 

★津田 諮問 PG には、何時も八潮にお出で、

頂いたり、特に地区でのブライダルの、お話しは

今でも深く印象に有り感動しております。 

◆又、遅れましたが八潮 RC ですが、4 年前

田中ＲＩ会長誕生、続けて 40 周年記念事業に

多大なご協力頂き、改めて御礼申し上げます。 

田中さんのお蔭で世界、日本中からMUが多

く、会長の名刺 300 枚がアット言う間に無くなっ

てしまいました。会長当時、色んなクラブを訪問

し勉教しようと、他クラブ訪問では私、会員含め

多くのクラブに行きました。田中さんは、クラブに

訪問し良い処を 5つ以上見つけて来なさいと言

われましたが、それぞれ色んな特徴が有り大変

勉強させて頂きました、RLIに 2年、職奉に半年

足らずですが、日々勉強させて頂いておりま

す。 

★大変諸先輩ロータリアンが多い中、せんえ

つでは、有りますが、短い時間ですが、プレゼン

を用いて、ロータリーにおける職業奉仕につい

てお話ししたいと思います。 

★職業奉仕は、ロータリーの金看板とは言い

ますが、職業奉仕の原点を語るのも聴くのも、非

常に、むずかしいのですが、愉しい面白い話に

はなりませんが、お話ししたいと思いますので宜

しくお願い致します。 
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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 

 

前回までの合計 508,943 円

本 日 の 合 計 21,000 円

次回繰越金合計 529,943 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 2月 8日 2月 1日 1月 25日 

 1181回 1180回 1179回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 20 23 20 

欠 席 数 11 8 11 

例会出席率 64.52% 74.19% 64.52% 

Ｍ Ｕ 数 1 0 3 

合計出席数 22 23 23 

出 席 率 67.77% 74.19% 74.19% 

個人スマイル 

 馬場知行会員…節分ご祈祷会が盛大に行われました。

会員さんの参加もあり大変賑やかでした。 

スマイル 1  一段と厳しい寒さを迎えておりますが 春は

近くに来てます  皆健康で元気に乗り切り

ましょう 

スマイル 2  地区職業奉仕委員会 杉村幹夫様 

卓話有難うございます‼ 

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・間

室照雄会員・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・宮坂良介会員・

田邊 聖会員・寺西修身会員・成田志津子会員・細野潤

一会員・宮内たけし会員・松村豪一会員 
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国歌及びロータリーソング斉唱 

 
 

会長挨拶 

   

 
 

幹事報告 

   

  

プログラム 

司会 SAA丸岡章二 

点鐘  山崎会長 

国歌及びロータリーソングソング斉唱 

会長挨拶 各クラブ会長 

幹事報告 各クラブ幹事 

委員会報告・その他 

点鐘 

 

講演会 

「政治と我々との繋がりは？」 

衆議院議員 中根一幸 様 

謝辞 

 

懇親会 

開会の辞      次年度会長 鳥羽千太郎 

乾杯      パストガバナー 鈴木秀憲 

閉会の辞 次年度ホストクラブ会長 

第 1183回 移動例会 

4 クラブ合同例会 

平成 29年 2月 21日（火） 

エルミこうのす市民活動センター 
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講演会 

「政治と我々との繋がりは？」 

衆議院議員 中根一幸 様 

 

 

懇親会 

 

    

 

 

今後の予定 

 

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 

3月 1日

（水） 

第 1184回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌  花チャリティー 

3月 8日

（水） 

第 1185回通常例会 

外来卓話 

 鴻巣市長 原口和久様 

3月 15日

（水） 
第 1186回の振替休会 

3月 16日

（木） 

第 118６回移動例会 

第 24回ふれあい鴻巣ウォーキ

ング 全体会議 

鴻巣市総合福祉センター 

午後 6時 30分 開会 

3月 22日

（水） 

第 1187回移動例会 

献血例会 

鴻巣市総合福祉センター 

3月 29日

（水） 

第 1188回通常例会 

会員卓話 

 ロータリービジョン 

4月 5日

（水） 

第 1189回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌  花チャリティー 

4月 12日

（水） 
第 1191回の振替休会 

4月 19日

（水） 

第 1189回通常例会 

次年度会長所信 

4月 20日

（木） 

第 24回ふれあい鴻巣ウォーキ

ング 決起大会 

鴻巣市総合福祉センター 

午後 6時 30分 開会 

開会の辞       乾杯 

閉会の辞 次年度ホストクラブ会長 


