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例会開始前の握手会 

司会進行 小畑正勝 SAA 

 

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 我らが誇り 

 

 

四つのテスト 加藤文男 会員 
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司会 小畑正勝 SAA  
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会長挨拶 坂口正城副会長 

幹事報告 田邊 聖幹事 

委員会報告 

ふれあい鴻巣ウォーキング 山口光男委員長 

 井上脩士財務委員長 

小林玲子さんを励ます 宮城 仁会員 

ロータリービジョン発表 小林忠司会員 

出席報告 宮内たけし副委員長 

スマイル報告 青木日出光会員 
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会長挨拶 坂口正城 副会長 

 3 月 19 日北本ロータリークラ

ブ主催による青春メッセージが

開催されました。高校生たちと

異世代の意見交換が行われま

した。又、同日に鴻巣市内で

「美しい日本語と会話力」公演

を受けました。語り部では、平山八重による「最

後だとわかっていたなら」の朗読に感動しました。

地区としても、女性会員の増強は重要ですので、

是非お願いしたいと思います。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 3 月 27 日柿沼会長のご母

堂様が逝去いたしました。慶弔

規定に基づいて対応いたします。

通夜 4 月 6 日（木）18 時～、告

別式、4月 7日（金）10時 30分

からいずれも県央みずほ斎場で

行われます。 

2. 3月 9日、10日 PETS開催。坂口会長エレ

クト参加しました。 

3. 3 月 11 日（土）、18 日（土）の二日間ふるさ

との杜で、創立 25周年記念事業の一環として、

植樹木にネームプレートの取り付け作業を行

いました。両日とも旭科学の従業員の皆さまに

ご協力いただきました。改めてお礼申し上げ

ます。 

4. 3月 16日（木）は移動例会として第 24回ふ

れあい鴻巣ウォーキングの全体会議を行いま

した。 

5. 3月 22日（水）移動例会献血例会に先駆け

て 10時より第 24回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した。 

6. 4 月 5 日（水）坂口年度の理事、理事会構

成員の初顔合わせを和風レストランときで 18

時 30 分から行う予定です。すでに出席要請

者の皆さまには案内済みです。よろしくお願

いたします。 

委員会報告    

社会奉仕委員会 

石井英男 委員長 

こんにちは。社会奉仕委員

会より献血実施報告します。3

月 22 日（水）鴻巣福祉センタ

ーにて献血協力者が 56 名の

参加でした。内訳では特に津

田会員、企業様の 25 名多数

の方々参加頂きましてありがと

う御座いました。次回は 11 月予定かと思います。

皆様のご参加お待ち申し上げます。 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

井上脩士 財務委員長 

皆様に、「第 24 回ふれあい

鴻巣ウォーキング」の協賛金の

取りまとめをお願いしていると

ころです。来週例会日（4 月 5

日）が締め切りとなっています。

よろしくご協力お願いします。 

折り紙教室について 

井上脩士 会員 

3月 26日（日）エルミ市民活動センターにて、

折り紙教室（鴻巣水曜 RC 後援）を行いました。

子供たち 11名、親御さん含め 25名の参加があ

りました。参加

費五千円をポ

リオ基金に寄

付させて頂き

ます。 
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小林玲子さんを励ます提案 

宮城 仁 会員 

前回も皆様にお知らせ申し

上げましたが、只今小林玲子

さんは、病魔とそうぜつに戦っ

ております。よって会員で、励

まし何とか元気付けをと思いま

す。急ぎではございますが、

100字～400字の文章を事務局石井さん宛送信

願います。尚見舞金 1000円も御理解下さい。 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

 山口光男 委員長 

先日の献血の日に、皆様の

御協力を頂き昨年の参加者の

六百数十名の方にDMを発送

しております。また、市内各小

中学校のクラス別にチラシの

仕分けをし、その手配も済ま

せました。 

地区の方でもロータリー財団 100周年で参加

者の動員を協力してもらえるということでチラシ

の手配もしました。 

キャラバンも手分けをしておりますが、ロータリ

ー関係者の参加動員をぜひよろしくお願い致し

ます。 

ロータリービジョン 

小林忠司 会員 

商工会の事業内容についての説明 

経営改善普及事業 

（1） 経営指導員による巡回、

窓口相談、指導の強化（2,300

件を目標とする） 

（2） 金融及び信用保証に関

する相談、指導 

（3） 税務及び経理、経営に関する相談指導 

（4） 労務及び労働保険に関する相談指導 

（5） 経営及び技術に関する情報並びに資料

の収集、提供 

（6） 「経営革新計画」承認制度申請支援（12

件の承認を目標とする） 

（7） 創業・起業に関する相談、指導（4 件の創

業を目標とする） 

（8） 前各号の事項に関する講習会、後援会の

開催 

一般事業 

（1）総合振興対策 

ア さくらまつりへの開催協力 

イ 夏まつりへの開催協力 

ウ 吹上夏まつり（商工ビアガーデン）の開催 

エ おおとりまつりの開催 

オ コスモスフェスティバルへの開催協力 

カ かわさとフェスティバルへの開催協力 

キ 意見交換会の開催（総代会議） 

ク 新年賀詞交歓会の開催 
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出席報告        宮内たけし 副委員長 

 

 

スマイル報告  青木日出光 会員 

 

 

前回までの合計 592,943 円

本 日 の 合 計 20,000 円

次回繰越金合計 612,943 円  
 

 

今後の予定 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 3月 29日 3月 22日 3月 16日 

 1188回 1187回 1186回 

 通常例会 献血例会 移動例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 21   

欠 席 数 10   

例会出席率 67.74%   

Ｍ Ｕ 数 3   

合計出席数 24   

出 席 率 77.42% 100.00% 100.00% 

個人スマイル 

 井上脩士会員…3月 26日（日）折り紙教室 子供 11名

保護者、取材を含め総勢 25 名参加で盛会で

した。 

スマイル 1  ふれあい鴻巣ウォーキング 残すところひと

月となりました。協賛金 一段のご協力をよろし

くお願いいたします。 

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・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・坂口正城会員・田邊 聖会員・

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・松村豪一会員・朝見卓也会員 

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 1190回通常例会 

次年度会長所信 

4月 20日

（木） 

第 1191回通常例会 

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 

4月 26日

（水） 
振替休会 

4月 29日

（水） 

第 1192回移動例会 

第 24回ふれあい鴻巣ウォーキ

ング大会 

鴻巣市陸上競技場主会場 

5月 3日

（水） 
法定休会 

5月 10日

（水） 

第 1193回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌  花チャリティー 

5月 17日

（水） 

第 1194回移動例会 

創立 25周年記念式典 

クレアこうのす 

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 


