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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 

 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和

 宮城 仁 会員 

 

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 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和 

  宮城 仁会員 

会長挨拶 坂口正城副会長 

幹事報告 田邊 聖幹事 

誕生・結婚祝い 

会員誕生祝  柿沼洋一会員 松村豪一会員 

奥様誕生祝  宮坂晴子様 加藤はつ子様 

馬場好江様 

結婚月祝   小林忠司会員 山口光男会員 

松本安永会員 山川泰利会員  

柿沼洋一会員 佐々木倉造会員 

委員会報告 

ふれあい鴻巣ウォーキング 井上脩士財務委員長 

広報雑誌 松本安永委員長 

25周年記念 松本安永実行委員長 

ロータリービジョン発表 松村豪一会員 

出席報告 山口光男委員長 

スマイル報告 青木日出光会員 

点鐘 
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会長挨拶 坂口正城 副会長 

みなさんこんにちは。す

でにご承知のことと思います

が、柿沼会長のお母様が一

昨日亡くなりました。ご冥福

をお祈り申し上げます。今

日はかわりに私が、ご挨拶

申し上げます。 

急なことで準備していませんでしたので、私

の仕事のことで「石油業界の現状と今後につい

て」お話させていただきます。石油業界といって

も、原油を調達し、原油か石油製品を製造・販

売する元売り、石油製品を販売するガソリンスタ

ンドまで幅広い業種があります。本日は国内の

石油業界を中心に、皆様が日頃感じている疑

問についてお話させていただきますので、業界

に少しでも目を向けて頂ければ幸いです。 

最初に頻繁に上下しているガソリン価格の仕

組みについてお話させていただきます。価格の

大部分を占めるのが原油価格です。この決定に

は生産量が深く関わっています。供給が多けれ

ば値段は下がり、需要が多ければ上がります。

さらに為替相場も影響します。現在、日本の輸

入先は主に中東ですが、中でも多いのはサウジ

アラビア、アラブ共和国連邦です。現在の価格

は 1バーレル約 50ドルですが、オイルショックの

再来といわれた平成 2 年の湾岸戦争時は 40 ド

ルくらいでした。その後平成 16 年ごろから値上

がりしはじめ、平成 20年には一時 100 ドルを超

えました。今後はシェールオイルやメタンハイブ

レード等の新エネルギーとの競争により原油価

格の上昇が抑えられ、地政学的リスクを除けば

安定的に推移すると考えられます。 

本日は時間がなくなってしまいましたので、機

会があれば次回続きをお話させていただきます。

ありがとうございました。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 本日 18時 30分から和風

レストランときで坂口年度の

理事、理事会構成員による

初顔合わせを行います。 

2. 坂口年度の初顔合わせ

終了後、同場所にて第 10

回 25周年実行委員会が開催されます。 

3. 4 月 12 日（水）第 5 グループの懇親ゴルフ

コンペが大宮ゴルフコースで開催されます。 

4. 4月 17日（月）ライオンズクラブ主催のチャリ

ティーゴルフコンペが鴻巣カントリークラブで

開催されます。 

5. 4月 17日（月）次年度の第 2回会長幹事会

が上尾の恵比寿亭で開催されます。坂口会

長エレクトと次年度幹事の田邊が出席予定で

す。 

6. 4月 19日（水）は通常通り例会を行います。 

誕生・結婚祝い 

会員誕生祝 

松村豪一 会員 

 

4月 25日が誕生日で 81歳になります。皆様

のお導きのお陰でこの日を迎えることとなりまし

た。心から感謝しています。 
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奥様誕生祝 

加藤はつ子 様 

 

今日女房の誕生月祝いありがとうございまし

た。最近は体の調子も良いようでちょくちょく遊

びに出かけております。今日も水の会で東京

へ桜見学、4 月 1 日～2 日は近所の人と秩父

の方へ 1泊で出かけ桜の見学に行ったが桜の

花が咲いてなく、桃の花の見学をしてきたそう

で喜んでおりました。また今年 12 月の結婚月

になると 50年の金婚式です。 

馬場好江 様 

 

家内は 4月 18日に 64歳となります。今日は

水の会で東京にお花見（目黒川）に行っており

ます。お互いに外出することが多いのですが、

重なったときは家内を優先にしております。 

結婚月祝 

小林忠司 会員 

 

昨日 4 日が記念日です。何かだんだん感動

がなくなってきました。今は孫の世話で毎日過

ごしており旅行に行くこともままなりません。孫

が小学校にでも入ってくれれば時間があると

思うので、一緒に出掛けられたら良いと思いま

す。 

 山口光男 会員 

 
本日は、結婚記念祝いありがとうございます。

4 月 20 日が結婚記念日で 42 年になります。

最近は、2人で旅行するとき孫も一緒に連れて

行くのですがゆっくりできずに、かえって疲れ

てしまいます。上さんは、テレビさいたまの童

謡コーラス番組に日曜 8 時から出演していま

す。 

松本安永 会員 

 

4月 10日で結婚 40年になります。一番下の

息子と仕事を一緒にやっていますが、家内も

現役で店に出ています。 

今日、水曜日は定休日ですが家内は朝一

番で現場の立ち合いに出かけました。まだま

だ変わらず毎日が店中心の生活です。 

乾杯 

細野潤一 会員 
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委員会報告    

ふれあい鴻巣ウォーキング 

井上脩士 財務委員長 

本日（4月 5日）が、協賛金

の受付締切日です。本日ま

で 84 万円の協賛金が集まり

ました。ありがとうございます。

来週までに集計表をＦＡＸし

て下さい。お金は後日でいい

です。よろしくお願いします。 

広報雑誌委員会 

 松本安永 委員長 

ロータリーの友 4 月号、

右開きのロータリーアットワ

ークのページより第 2770

地区のクラブの記事を紹

介させていただきます。 

22 ページ：八潮ロータリー

クラブ「ふれあいダンス＆コンサート」 

23 ページ：上尾ロータリークラブ「少年サッカー

ゴールを寄贈」 

31 ページ：埼玉ゆずロータリークラブ「少女たち

の夢の一助にテントを寄贈」 

 

ロータリービジョン 

松村豪一 会員 

 

 

 

 

25周年記念特別委員会 

松本安永 実行委員長 

現在、写真データーはほぼ集まりましたところ

で、映像を作成中です。 
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出席報告          山口光男 委員長 

 

 

スマイル報告  青木日出光 会員 

 

 

前回までの合計 612,943 円

本 日 の 合 計 20,000 円

次回繰越金合計 632,943 円  
 

 

 本日 修正 

 4月 5日 3月 29日 3月 22日 

 1189回 1188回 1186回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 32 31 31 

出 席 数 21 21  

欠 席 数 11 10  

例会出席率 65.63% 67.74%  

Ｍ Ｕ 数 4 4  

合計出席数 25 25  

出 席 率 78.13% 80.65% 100.00% 

個人スマイル 

 間室照雄会員…3月 18日ふるさとの杜の名札付け作業

お疲れ様でした。 

 木下純一会員…松村さんよろしくお願い致します。 

 松村豪一会員…卓話の機会感謝します。 

スマイル 1  本日のロータリービジョン松村会員よろしく

お願いします。 

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・馬場知行会員・山口光男会員・松

本安永会員・蓮江郁夫会員・加藤文男会員・井上脩士

会員・坂口正城会員・田邊 聖会員・成田志津子会員・

細野潤一会員・青木日出光会員・宮内たけし会員 
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今後の予定 

 

 

 

 

 

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 

5月 24日

（水） 

第 1195回通常例会 

外来卓話 鴻巣市消防署長 

廿楽様 

5月 31日

（水） 

第 1196回通常例会 

次年度各委員会活動方針・活

動計画発表 

6月 7日

（水） 

第 1197回通常例会 

結婚・誕生祝い 

次年度各委員会活動方針・活

動計画発表 

広報・雑誌  花チャリティー 

6月 14日

（水） 

第 1198回通常例会 

会員卓話 群馬銀行鴻巣支

店長 青木日出光会員 

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 


