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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・四つのテスト唱和

 宮内たけし 会員 

 

 

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 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和 

  宮内たけし会員 

会長挨拶 柿沼洋一会長 

幹事報告 田邊 聖幹事 

誕生・結婚祝い 

会員誕生祝い 加藤文男会員 宮内たけし会員 

宮城 仁会員 津田健三会員 

奥様誕生祝い 山川亜古様 井上洋子様 

石井律子様 

結婚月祝い  津田健三会員 馬場知行会員 

井上脩士会員  

委員会報告 

親睦委員会 加藤文男委員長 

ふれあい鴻巣ウォーキング 木下純一委員長 

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 寺西修身会員 

点鐘 

 

 

 

RI第 2770地区        第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 

  

 「人類に奉仕するロータリー」 

“ROTARY SERVING HUMANITY” 
 

第 1193回例会 2017年 5月 10日 
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会長挨拶 柿沼洋一 会長 

皆さんこんにちは。4 月 29

日の「第 24 回ふれあい鴻巣ウ

ォーキング」大変お疲れ様でし

た。最終的な参加者約 1,200

名 運営のスタッフを含めると

総勢約 1,500名弱の大会にな

りました。昨年に比べると微増だったようです。

浅水ガバナーをはじめ、他クラブ会長の方々に

「凄いイベントですね～！！」また「水曜クラブさ

んは凄いですね！ 感心しました」等のお褒め

の言葉を頂きました。ご協力大変ありがとうござ

いました。フラワーセンターでの打ち上げも大変

盛り上がり、飲み物の消費が激しく決算の数字

が心配ではありますが楽しい一日であったと思

います。今後を考えますと様々な課題も見えて

いると思いますが無事に終了することが出来ホ

ッと致しました。 

次年度に移る前にウォーキングを含め１度各

事業について、アンケートという形で皆様からご

意見を頂戴したいと考えています。25 周年以降

のクラブの方向性の端緒となるような意見の抽

出が出来たら素晴らしいと考えています。 

また、17日には「創立 25周年記念式典」を挙

行いたします。今年度のメインイベントと言って

も過言ではないと思います。ウォーキングを終え

て気が抜けそうですがもうひと踏ん張りをお願い

致します。そのために本日 18：00～クレアにて

松本実行委員長のリードでリハーサルを行いま

す。最終の詰めとなりますのでご参加をお願い

します。そして当日は会員の皆様のご出席は勿

論ですが、奥様方、ご家族の皆様にも是非ご出

席いただきますよう、最後のお願いをいたします。

本式典のキーワードは「はばたく」です。事業の

発表者の方には各事業から今後どのように未来

にはばたくのかを含めてお話をお願い致します。

あと 1週間です。素晴らしい式典が出来ますよう

皆で頑張りましょう。もう一度会員皆様のさらなる

ご協力をお願い申し上げます。 

もう一つ、皆様すでにご承知のことですが 7

月から新しく事務局員として来て頂く事になって

いる津田さんが本日仕事を覚えるためにお見え

なのでご紹介を致します。 

本日も宜しくお願い致します。 

津田一美 さん 

こんにちは初めまして今度事

務局員として務めさせていただ

く津田ひとみと申します。字は

違いますが、義祖母と同じ名前

です。 

まったくわからないことばかり

ですので、皆様に教えてもらいながらやってい

きたいと思っています。よろしくお願いします。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 4 月 20 日（木）移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング

決起大会 

 18時 30分から鴻巣市福祉

センター 

2. 4月 21日（金）2017年地区

研修・協議会が大宮ソニックシティで開催され

ました。 

3. 4 月 25 日（月）第 11 回 25 周年実行委員会

が 18 時 30 分から市民活動センターで開催さ

れました。 

4. 4 月 26 日（水）木曜ゴルフ会が開催されまし

た。 

5. 4月 28日（金）第 24回ふれあい鴻巣ウォーキ

ングの前日準備が鴻巣市陸上競技場で行わ

れました。 

6. 5 月 4 日（木）創立 25 周年記念式典の会場

打合せを行いました。 
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誕生・結婚祝い 

会員誕生祝い 

加藤文男 会員 

 

今月で62歳になりました。入会時には最年少

でしたが、今はごらんの通りです。人生はまだま

だの感覚で行きます。宜しくお願いします。 

宮内たけし 会員 

 

76 歳になります。最近五所川原市ロータリー

クラブ、所沢ロータリークラブ、東松山むさしロ

ータリークラブ、倫理法人会では、横浜中央倫

理法人会等講和をしています。声が掛かるうち

は、頑張りたいと思います。 

津田健三 会員 

 

私共 2人共 80歳を超えました。女房は本年 2

月 10日誕生日、私は 5月 25日が来ると 83歳

になります。2 人でいたわりながら共に年に負け

ないよう頑張っています。 

私は歩くことが大事という事で毎日のように陸

上競技場を歩いております。1周が 700ｍなので

すが、多い時は 5周少ない時は 3周で頑張って

おります。全ての病は歩くことによって治ると言

われております。皆さん歩きましょう。 

宮城 仁 会員 

 

奥様誕生祝い 

井上洋子 様 

 

五月は結婚記念日・誕生月、オープンガー

デンと一年で一番慌しい日々を過すことになり

ます。風薫る五月、季節の中で一番好きな月で

す。毎年お呼び頂き素敵なプレゼントもありがと

うございます。 

結婚月祝い 

津田健三 会員 
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馬場知行 会員 

 

結婚してから何年経過したかも忘れがちです

が、何とかやっています。お互い出かける事が

多いので、すれ違い人生ですが、仲よく頑張っ

ていきます。 

井上脩士 会員 

 

5 月 5 日が 36 回目の結婚記念日でした。特

別なことはありません。29 日のウォーキングを休

んで次女の結婚式に大阪へ行きました。孫の莉

衣那がかわいくて結婚式の中心で活躍していた。

本当に孫はかわいいです。今日はありがとうご

ざいました。 

乾杯 

蓮江郁夫 会員 

  

委員会報告    

親睦委員会 

加藤文男 委員長 

石井洙光君の入会の歓迎

会を開きます。詳細は別紙の

通りですので、全員の参加を

お願いします 

 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

木下純一 実行委員長 

皆さんふれあい鴻巣ウォー

キングお疲れさまでした。参

加人数は、A・B・Cコース合わ

せて 1,191 名、そしてロータリ

ー、レク協、ボランティア等ス

タッフ273名、合計 1,464名の

参加する素晴らしいウォーキングになったと思

います。 

来年のウォーキングに向けてまたがんばって

行きたいと思います。 

25周年記念実行委員会 

松本安永 実行委員長 

本日はスクリーンを前に出

してできている映像を見なが

ら流れを説明していきます。 

また、この後 6 時から、会

場となるクレアこうのす小ホ

ールにおいてリハーサルを

行います。出来るだけ多くの皆様にお集まりお

願いいたします。特に、当日舞台での出番のあ

る方は時間等の調整もありますので出席をお願

いいたします。 
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出席報告          山口光男 委員長 

 

 

スマイル報告  寺西修身 会員 

 

 

 

前回までの合計 665,943 円

本 日 の 合 計 23,000 円

次回繰越金合計 688,943 円  
 

 本日 修正 

 5月 10日 4月 29日 4月 20日 

 1193回 1192回 1191回 

 通常例会 移動例会 移動例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 23   

欠 席 数 9   

例会出席率 71.88% % % 

Ｍ Ｕ 数 1   

合計出席数 24   

出 席 率 75.00% 100.00% 100.00% 

個人スマイル 

 山口光男会員…ふれあい鴻巣ウォーキング皆様のご

協力により、大成功に終了することが出来ま

した。本当にありがとうございました。 

スマイル 1  創立 25 周年記念日迄あと七日と成りまし

た。各担当委員会の皆様宜しくお願い致し

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・寺澤銀三会員・馬場知行会員・間室照雄会員・松

本安永会員・蓮江郁夫会員・加藤文男会員・井上脩士

会員・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・木下純一会員・青木日出光会

員・宮内たけし会員 
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今後の予定 

 

 

 

 

5月 24日

（水） 

第 1195回通常例会 

外来卓話 鴻巣市消防署長 

廿樂様 

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 

地区出向者報告 

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 

6月 21日

（水） 

第 1199回通常例会 

会員卓話 今年度新入会員 

自己紹介 

6月 28日

（水） 

第 1200回移動例会 

最終例会・懇親会 

和風レストラン とき 

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 


