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例会開始前の握手会 

国歌並びにロータリーソング斉唱  

国歌 君が代 

ロータリーソング 奉仕の理想 

 

ロータリーの目的・四つのテスト 

 大澤二三夫 会員 

 

会長挨拶 柿沼洋一 会長 

皆さんこんにちは。まず始

めに報告です。2月 22日に最

終の会長幹事会が桶川にて

開催されました。アトランタで

開催される世界大会への参加

登録が、2770地区は 250名の

目標に対して約 50％強とのことで、追加の登録

をお願いしたいとのことでした。また 4月 12日に

開催される第 5 グループのゴルフコンペに 2 組

例 会 次 第 

司会 小畑正勝 SAA  

点鐘 

国歌並びにロータリーソング斉唱 

国歌 君が代 

ロータリーソング 奉仕の理想 

四つのテスト 大澤二三夫会員 

お客様紹介 柿沼洋一会長 

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 

会員誕生祝い  小林忠司会員  小畑正勝会員 

配偶者誕生祝い  小畑絵里香様 蓮江珠代様 

結婚月祝い   

乾杯 宮城 仁会員 

お客様挨拶 埼玉県赤十字血液センター 藤丸幸一様 

出向者報告 坂口正城会長エレクト 

委員会報告 

社会奉仕委員会 石井英男委員長 

R財団・米山記念奨学委員会 小林忠司委員長 

ふれあい鴻巣ウォーキング 井上脩士財務委員長 

ふれあい鴻巣ウォーキング 山口光男委員長 

広報雑誌委員会 松本安永委員長 

25周年実行委員会 松本安永実行委員長 

  〃  記念誌部会 寺西修身部会長 

出席報告 山口光男委員長 

スマイル報告 寺西修身副 SAA 

点鐘 
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8 名の登録をお願いされましたのでご協力をお

願い致します。さらに 4月 21日に地区研修協議

会が行われますので対象の方々には追ってご

連絡いたしますのでご出席をお願い致します。 

先程 3月度の理事会におきまして新入会員と

して石井珠光（しゅこう）さんがご承認されました。

会員皆様からご異議がなければ来週には正式

に入会が承認されます。宜しくお願いします。ま

た、R財団と米山記念奨学に対する寄付金と 25

周年の特別寄付につきまして後程 R財団・米山

記念奨学部門の小林忠司部門長からお話があ

りますのでこの件に対しましても皆様のご協力を

お願い致します。 

さて、2月 15日の歌舞伎観劇は如何でしたで

しょうか？始めの中村勘九郎さんの二人のお子

さんの役者デビュウーである「二人桃太郎」を見

られたことは貴重なことだったと思います。3 幕

目の市川染五郎が色男役の時代物も良かった

と思いました。途中で歌舞伎座を後にされた

方々は残念だったと思います。 

また、この日の正午ごろに鴻巣びっくりひな祭

り実行委員会に対しての倉庫の贈呈式を行い

ました。中屋敷実行委員長、渡辺明美副実行

委員長、女性の実行委員、清水観光協会会長、

観光協会の羽鳥さんに来ていただき、こちらは

坂口副会長、田邊幹事、石井社会奉仕委員長、

井上広報・会員増強部門長、松本 25 周年実行

委員長、木下ふれあい鴻巣ウオーキング実行

委員長、山口プログラム・出席委員長、そして私

が参加いたしました。大変喜んで頂けたことをご

報告いたします。 

最近のニュースでは良い話を聞くことが少な

いように思います。トランプアメリカ大統領関連、

北朝鮮関連では安全保障という言葉をよく耳に

するようになりました。安全保障と言えば国防、

防犯（治安）、食料、物流、防災、エネルギー等

が思い浮かびますが、自分の身は自分で守り、

自分の国は自分たちの手で守る。ことを真剣に

考えねばならない時が来たのではないでしょう

か。私も消防団の分団長を務めておりますので

年度内には消防署長、あるいは警察関係の方

の防災あるいは防犯というテーマで卓話をお願

いしたいと考えています。 

今日の例会には埼玉県赤十字血液センター

から藤丸幸一主事が 3月 22日の献血に関連し

てお見えになっています。献血事業も命の安全

保障という意味では大変重要な事業です。会員

皆で目標の数量を達成したいと思います。 

来週は原口市長をお招きしての例会となりま

す。少し早めにご来場いただき原口市長を多く

の会員でお迎えしたいと思います。 

本日も宜しくお願い致します。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 本日開催の理事会にて

石井洙光さんの入会が承

認されました。本日会員

の皆さまへ入会の異議申

し立ての文書と同氏の入

会申込書を FAX 送信い

たします。ご対応お願いたします。 

2. 2月 22日（水）第 9回会長幹事会開催  

  場所：桶川花寿司  18時～ 柿沼会長 

田邊幹事 

3. 2017－18 地区ロータリー財団補助金セミナ

ー開催  

  場所：市民開会おおみや 13 時～ 坂

口会長エレクト 田邊次年度幹事 

4. 3月 3日（金） 第 9回 25周年実行委員会

開催予定  

  場所：市民活動センター 18時 30分～ 

5. 3月 8日（水）第 1185回通常例会 原口和

久鴻巣市長来訪予定 

6. 3月 9日 10日（木、金）PETS開催予定 坂

口会長エレクト 

7. 3月 13日（月）第 1回次年度会長幹事会開

催予定 坂口会長エレクト 田邊次年度幹

事 

8. 3月 15日（水）例会日変更 3月 16日（木）

移動例会 第 24 回ふれあい鴻巣ウォーキ

ング全体会議 
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 場所：鴻巣市福祉センター 18時 30分～ 

9. 3月 22日（水）移動例会 献血例会  

場所：鴻巣市福祉センター 同場所にて 10

時～ふれあい鴻巣ウォーキングの案内状の

発送作業を行います。（献血は 12時～） 

結婚・誕生祝い 

会員誕生祝い 

小林忠司 会員 

 

誕生祝いありがとうございます。本日 15 日で

75 歳になります。先日後期高齢者カードが届き、

大変ショックでした。又、旅をするのが好きなの

ですが、海外旅行は行きたくなくなりました。し

かし今後も元気にやっていくつもりですので、皆

様ヨロシクお願いします。 

小畑正勝 会員 

 

夫婦共、3 月生まれで毎年鴻巣水曜ロータリ

ークラブのクラブの例会場で皆様に誕生月を祝

っていただき、うれしく感謝しております。私は

昭和 19 年生まれで今年 73 歳に成ります。クラ

ブでは宮城仁さんと加藤勉さんが同じ歳です。

この時期得に仕事が忙しくなってきました。また

芝浦工業大学と 2 年目の産学コラボレ－ション

も順調に進み一段と充実さが増して来ました。こ

れからも健康第一ピンピンコロリンで過ごしてい

きます。 

石井洋子 事務局員 

 

会長幹事様より花束のお祝いを頂き、心遣い

に感謝致します。今年度で仕事を辞めさせて頂

く事にしましたが、次年度も引継ぎが終わるまで

もう少しご一緒させて頂きます。女性の健康寿

命は74歳との事、時間に左右されずに、色々な

事に興味を持ち人生を楽しみたいと思います。 

奥様誕生祝い 

小畑絵里香 様 

 

 

蓮江珠代 様 

 
昭和 53年 3月 15日生まれで、若くてまだ元

気で育児に熱中しています。私も頑張ってつい

て行こうと思っています。 
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乾杯 宮城 仁 会員 

 

お客様挨拶 

献血の件   

埼玉県赤十字血液センター 藤丸幸一 様 

 目標人数 60 名以上をお願い

します。メンバーお一人様につ

き一名の動員をいただければ

幸いです。 

 

 

委員会報告    

坂口正城 会長エレクト 

地区ロータリー財団 

 補助金管理セミナーについて 

次年度も本年と同じ 1,400 ド

ルの補助金の配分を受けられ

ますので、市もしくは市関連に

対し、役立てたいと思います。 

2017年地区研修・協議会について 

担当委員長宜しくお願い致します。又、次年

度のガバナー公式訪問は 8月 9日です。宜しく

お願い致します。 

社会奉仕委員会    石井英男 委員長 

鴻巣市総合福祉センターに

て、各会員及び事業所スタッ

フの皆様方にお声がけ頂き、1

名でも多くの方々に献血の参

加下さいますようお願い申し上

げます。前回献血協力に参加

出来なかった会員企業様は、特にご協力者をよ

ろしくお願いします。 

ロータリー財団・米山記念奨学部門 

小林忠司 部門長 

遅れて申し訳ありませんが、

本年度ロータリー財団・米山

の寄付についてお願い申し

上げます。1 人当たり財団寄

付、年次基金 200 ドル・ポリオ

50 ドル、米山 25,000 円の要

請が来ております。皆様で公平に寄付して頂き

たく、お 1人財団・米山合わせて 20,000円程度

の寄付をよろしくお願い申し上げます。 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

 井上脩士 財務委員長 

本日、皆様のポストにウォー

キング協賛金関連の用紙を入

れました。 

4月 5日（水）が締め切りです。

よろしくお願いします。昨年ご

協力頂いた企業へは本日依頼

文・チラシを送らせて頂きます。 

広報雑誌委員会 松本安永 委員長 

ロータリーの友 3月号の紹介 

縦組み 27 ページ 第 2770 地

区のロータリーを発信、第二回

ロータリーフェスタの記事が載

っています。（浦和中 RC 梶間

順子氏の投稿） 

縦組み 26 ページ 行田さくら

RC の活動、 樹齢 600 年シダレザクラ再生プロ

ジェクト実施の記事 

25周年実行委員会 松本安永 実行委員長 

式典会場となるクレアこうのす小ホール前の

ホワイエにクラブの活動や会員個人の奉仕活動

の写真をパネル展示いたします。皆様からの写

真の提供をお待ちしています。また、来週の例

会終了後クラブにある写真のセレクトを行う予定

です。 
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次回実行委員会は 3 月 3 日、市民活動セン

ターにて行います。 

25周年実行委員会記念事業部会 

ふるさとの杜事業 間室照雄 部会長 

 

植樹ネームプレート設置事業について プラ

スチック製のもので、ポールとプレートを合わせ

て一組 3,000 円位になるかと思います。予算的

には、20 万円位必要かと思います。よろしくお

願いします。 

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 546,943 円

本 日 の 合 計 24,000 円

次回繰越金合計 570,943 円  
 

 

 本日 修正 

 3月 1日 2月 21日 2月 15日 

 1184回 1183回 1182回 

 通常例会 移動例会 移動例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 23   

欠 席 数 8   

例会出席率 74.19% % % 

Ｍ Ｕ 数 1   

合計出席数 24   

出 席 率 77.42% 100.00% 100.00% 

個人スマイル 

 大澤二三夫会員…鴻巣カントリークラブ 2月度月例 Bク

ラス優勝しました。 

 宮内たけし会員…3 月 7 日狭山中央ロータリークラブで

卓話します。よろしくお願いします。 

スマイル 1  ふれあい鴻巣ウォーキング参加ご協力、今

年もよろしくお願い致します。 

津田健三会員・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・間室照雄会員・松本安永会員・蓮江郁夫

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・竹内幾也会員・

青木日出光会員 
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ロータリー日本財団 大口寄付感謝状 

 

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 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 


