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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 

 

 

 

四つのテスト唱和 木下純一 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 
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鴻巣水曜ロータリー賛歌 われらが誇り 

四つのテスト 木下純一会 

会長挨拶 坂口正城副会長 

幹事報告 田邊 聖幹事 

新会員入会式 

会員卓話    次年度活動方針 坂口正城会長エレクト 

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 

   〃 木下純一委員長長 

25周年記念 松本安永実行委員長 

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 柿沼洋一 会長 

皆さんこんにちは。4月 6日、

7 日母の通夜・告別式に際し

まして多くの会員の方々にご

会葬いただきまして誠にありが

とうございました。母は昨年の

6 月に進行性の胃がんの診断

をされ、掛かり付けの医師より手術を勧められま

したが頑なに拒否いたしました。8 月に一時入

院をしましたが 9 月以降は大変元気にしており

ました。今年 3 月に入り胃カメラで調べたところ

胃壁より出血が認められました。入院して 400㏄

の輸血を 3 回行い取り敢えずは落ち着きました

ので 3月 13日に退院しました。10日ほどしたこ

ろから不調を訴えるようになり、3月 23日初めて

井上会員に母のケアについて相談したところ、

竹内会員（竹内クリニック医院長とその訪問看

護センター）のお世話になるのが良いだろうとの

アドバイスを頂きました。竹内先生と看護センタ

ーの看護師の方には大変良くしていただき、家

族として大変有難かったです。そのお陰で自宅

にて母を看取ることが出来ました。 

母も家族も覚悟はしておりましたが、思いの

外その時が早く訪れたことに戸惑いがありました。

事情により葬儀まで 10 日ほど間があり多くの方

に励ましのお言葉を頂き大変有難く感じました。

お陰様をもちまして盛大な葬儀・告別式となり親

戚一同から「立派な葬儀が出来た。良かった。

ありがとう。」と言ってもらうことが出来ました。心

より深く感謝申し上げます。 

このような中、ほとんど仕事が出来ず家に居り

ました。するとなんと様々な多くの営業電話が掛

かって来たことか！！ IT 関係、トラック重機の

買い取り、投資関係、リフォーム関係等 特に IT、

通信機器関係は「NTTから」という詐欺まがいの

言葉を使い営業を掛けてきます。よくよく注意し

ないと騙されてしまいます。皆様も気を付けて下

さい。 

29 日には「第 24 回ふれあい鴻巣ウオーキン

グ」が開催されます。5 月 17 日には「25 周年記

念式典」を挙行いたします。そして本日の例会

は次年度坂口会長の方針を伺うものです。会員

皆様の益々のご協力をお願い申し上げます。 

本日も宜しくお願い致します。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 4月5日（水）坂口年度の理

事、理事会構成員の初顔

合わせが 18時 30分から和

風レストランで開催されまし

た。 

2. 同日、19時 30分から第 10

回 25 周年実行委員長が同場所にて開催さ

れました。 

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当クラブから 5 名

が参加して行われました。 

4. 4月 17日（月）鴻巣ライオンズクラブ主催のチ

ャリティゴルフコンペが開催されました。当ク

ラブからの参加者は 6人でした。 

5. 4月 20日（木）第 24回ふれあい鴻巣ウォーキ

ングの決起大会が鴻巣市福祉センターで 18

時 30 分から開催されます。移動例会となりま

す。 

6. 4 月 21 日（金）地区研修・協議会が大宮ソニ

ックシティで開催されます。 

7. 4 月 25 日（火）第 11 回 25 周年実行委員会

が 18時 30分から市民活動で開催されます。 

8. 4月 26日(水)の例会は 29日（土）の第 24回

ふれあい鴻巣ウォーキングに変更となりま

す。 
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新会員入会式    

 

 

皆さんこんにちは、この程入

会させていただきました石井洙

光と申します、どうかよろしくお

願いいたします。株式会社クリ

ーンウェルと申しまして、このま

ま熊谷方向に向かって右手ガ

ソリンスタンドのある左手のビルの二階が事業所

となります。管工事業をやっておりまして長谷工

コーポレーションの下請け孫請けという立場で

都内で仕事をやる機会が多くあります。 

また、昨年度鴻巣北本青年会議所を卒業し

現在 40歳、家族は妻と高校 3年生の娘、高校 1

年生の息子、小学 6年生の娘の 5人家族で、ま

だまだ子育て世代でありまして、水曜日のこの

時間に出席することは厳しくもありますが、出来

る限りの活動はしていきたいと思っております。 

昭和 51 年生まれで育ちも鴻巣市、現在は北

本に居住しておりますが、祖父の代から鴻巣市

でお世話になっておりまして、そんな鴻巣市に

大人になってから恩に報いてこの地を育ててい

きたいと考えています。 

また、最後になりますがライオンズクラブ、本

家ロータリークラブがある中で 1位指名を頂いた

ことを喜びに変えて活動をしていきたいと思って

おります、どうかよろしくお願いいたします。 

地区よりの感謝状贈呈    

 
米山記念奨学第 8回マルチプル 

津田健三 会員 

 
米山記念奨学第 6回マルチプル 

宮城 仁 会員 

 

米山記念奨学第 5回マルチプル 

加藤 勉 会員 
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米山記念奨学第 4回マルチプル 

山口光男 会員 

 

ポールハリスフェロー第 6回 

間室照雄 会員 

 

ポールハリスフェロー第 3回 

松本安永 会員 

会員卓話    

次年度会長方針 坂口正城 会長エレクト 

皆さまこんにちは。今日は

21 日の開催される地区研修・

協議会を前に次年度の会長

方針を発表させていただきま

す。イアン H．S．ライズリーRI

会長は「ROTARY:MAKING A 

DIFFERENCE（ロータリー：変化をもたらす）」を

テーマに掲げ、大貫等地区ガバナーは「新たな

行動 新たな感動」を地区運営方針としました。

昨年度当クラブは創立 25周年を迎えることがで

きました。本年度は、次なる 25 年に向けて新た

な第一歩を踏み出すスタートの年度としたいと

思っています。 

2017－18 年度鴻巣水曜ロータリークラブのテ

ーマを「新たなロータリー活動を創造し、楽しみ、

次なる 25 年へ」といたします。具体的な事業目

標につきましてはお配りしました資料をご覧いた

だければと思いますが、部門長、委員長におか

れましては、田邊次年度幹事と事務局と連携を

とっていただきたいと思います。皆さまの協力な

しにはクラブ運営はできません。どうぞよろしくお

願いたします。 

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 

今回、協賛金集め

に協力していただきあ

りがとうございます。

170社から 219口、 

1、095、000円集まりま

した。5 月連休明けに

完了報告、ピンバッジを送らせて頂きます。 

 木下純一 委員長 

来週いよいよ本番となります。

それに先立ち、明日総合福祉

センターで午後 6時より決起大

会を開催しますので、そちらの

方にも出席お願いします。 

また大会前日も準備のため

午後1時に全員集合をお願いします。その前11

時に荷物の搬出のためこの事務所と旭科学さ

んに手分けをしてお手伝いをお願いします。 
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25周年記念実行委員会 

 松本安永 実行委員長 

 いよいよ当日まで、1 か月を

切り招待状の返事も締め切り

ました。何名か返事のない方

がありますが確認をとります。

当日は約 70 名のお客様にな

りそうです。 

皆さんの手元に今現在のプログラム案を配ら

せていただきました。 

25 日に最後の実行委員会を開き、その後 4

日にクレアこうのすとの打ち合わせ、10 日（水）

午後 6 時から会場でリハーサルを計画しており

ます。リハーサルには担当になっている方は全

員出席でお願いいたします。 

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 632,943 円

本 日 の 合 計 33,000 円

次回繰越金合計 665,943 円  
 

 本日 修正 

 4月 19日 4月 5日 3月 29日 

 1190回 1189回 1188回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 32 32 31 

出 席 数 21 21 21 

欠 席 数 11 11 10 

例会出席率 68.75% 65.63% 67.74% 

Ｍ Ｕ 数 3 4 4 

合計出席数 24 25 25 

出 席 率 78.13% 78.13% 80.65% 

個人スマイル 

柿沼洋一会員…4月 6、7日母の通夜・告別式にご会葬

いただきまして誠にありがとうございました。 

スマイル 1  坂口正城会長エレクト、本日の次年度会長

方針発表ご指導宜しくお願いします。 

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・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・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・木下純一会員・青木日出光会員・松

村豪一会員・朝見卓也会員・石井洙光会員 

スマイル 2  地区研修・協議会が 4月 21日大宮ソニック

で開催です。多くの参加をお願い致します。 

津田健三会員・間室照雄会員・宮内たけし会員 
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今後の予定 

 

 

 

 

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 


