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会長挨拶 柿沼洋一 会長 

皆さんこんにちは。大変暑く

なりました。こまめな水分補給

を忘れずに熱中症に十分ご注

意ください。 

本日配布されました財団室

ニュース 6 月号に R 財団への

年次寄付の報告に 4月末現在 110円/＄として

日本国内だけで約＄1,100 万（約 12 億円）、世

界中で約＄1 億（約 110 億円）、恒久基金への

寄付額が日本国内で約＄160 万（約 1.7 億円）

世界中で約＄2,000 万（約 22 億円）と云う大変

大きな金額が掲載されています。会員数は日本

が約 88,000人、世界中で約 1,200,000人という

組織です。R 財団は、財務の健全性と透明性で

チャリティナビゲーター（米国最大の独立系評

価機関）から 10点満点の評価を受けています。

私たちの浄財が最大限に世界で生かされること

を切に望みます。 

また、ポリオの発症数が 2017.1.1～5.24 の間

にパキスタンで 2、アフガニスタンで 3 確認され

ました。順調に撲滅に向かっているようです。素

晴らしいことだと思います。 

そしてまた驚いたことに大口（10万ドル約 1千

万円以上）寄付者が 2017.4.27～5.23の間に国

内で 7名いらっしゃいました。自分には思いもつ

かない数字で只々驚くばかりです。 

話は変わりますが、人やお金は感謝（他人か

ら感謝される）が多い人に集まるそうです。ロー

タリーでも同じようなことが言われています。「よ

く奉仕するものこそ、最も報われる」です。他人

から感謝されることを沢山することが、お金が集

まり、事業・商売が繫栄し、それを基により感謝

される仕事をし・・・、と良いサイクルに入り成功

者となれる。そう信じて私も頑張りたいと思いま

す。 

雑学情報です。お金はお金を大切にする人

が好き！ だから大切に扱うのが重要なのだそ

うです。例えば、お札は表を揃えて、人物の顔

を上にして入れておく。すると、お札を連れて帰

ってくるそうです。信じてやってみてはどうでしょ

う！？ 

本日は次年度に関するクラブフォーラムです。

宜しくお願い致します。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 5月 24日（水）19時より大

正家にて石井洙光会員の

歓迎会が開催されました。

本人含め 12名の参加でし

た。 

2. 5月 31日（水）17時より新

旧合同の会長幹事会、18時より第 5G懇話

会合同の会議が開催されます。柿沼、坂口、

津田、山口参加予定 

3. 6月 6回（火）18時 30分から和風レストラン

ときにて第 24 回ふれあい鴻巣ウォーキング

の反省会が開催されます。出席対象の方に

おかれましてはよろしくお願いたします。 

4. 6 月 7 日（水）18 時 30 分から下期のパスト

会長会を開催いたします。パスト会長の皆さ

まにおかれましてはスケジュール調整をお

願いいたします。 

クラブフォーラム （次年度方針）   

2017－18 年度鴻巣水曜ロータリークラブのテーマ 

「新たなロータリー活動を創造し、楽しみ、次な

る 25年へ」 

坂口正城 会長 

事業目標 

1. 会員増強のないクラブは

衰退します。会員の維持

はもちろんのこと、新たに

3 人の会員増強をめざし

ます。新入会員には、担

当委員会において都度、研修会、歓迎会を

開催いたします。 

2. 会員相互の親睦をさらに深めるため、9 月 2

日から 4 日の日程で親睦旅行（富山・風の

盆）を実施いたします。 
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3. クラブ戦略計画委員会において、次なる 25

年に向けて当クラブのあり方、方向性を検討

いたします。 

4. 本年度は地区にブライダル委員会が設置さ

れました。当クラブにおいても、社会奉仕委

員会で新たにブライダルの活動を行いま

す。 

5. 地区補助金 1,400 ドルを活用して、保育士

の労働環境の改善、園児の安全確保をは

かれるように、鴻巣市内の保育園に散歩カ

ーを寄贈します。 

6. 本年度ふれあい鴻巣ウォーキングは、節目

となる 25 回目の開催となります。鴻巣市レク

リエーション協会と連携をとり、新たな後援

団体（企業）を開拓し、SNS 等を活用して参

加者 2,000人をめざします。 

7. 新世代育成は当クラブの一貫した方針です。

青少年奉仕部門ではライラ事業を実施しま

す。 

8. ロータリー財団は本年度設立 101 年を迎え

ます。新たな 100 年に向けてのスタート年と

なります。ロータリー財団・米山記念奨学部

門では、地区方針に従い早期に寄付 100％

達成できるようにいたします。 

次年度幹事 田邊 聖 幹事 

昨年度はロータリー財団 100

周年、クラブ創立 25周年となる

節目を迎え、今年度は次なる

100 年、25 年に向けての新た

なスタートの年度となります。坂

口正城会長の掲げたテーマ

「新たなロータリー活動を創造し、楽しみ、次な

る 25 年へ」に従い、事業目標を達成できるよう

に各部門、委員会と連携をとって、会員の皆さ

まに満足していただけるクラブ運営に努めてま

いります。本年度当クラブの所属する第 5 グル

ープからは、上尾西ロータリークラブ所属の大

貫等ガバナーが就任されます。ガバナー輩出

グループとして地区大会の成功に向けコホスト

クラブとしての役割をはたしてまいります。会員

皆さまの協力なくしてクラブ運営は成り立ちませ

ん。一年間よろしくお願いたします。 

SAA 馬場知行 SAA 

活動計画及び実施方法 

1. 出席率向上のための例会

運営 

2. 例会の楽しさを実感できるク

ラブ 

3. 未来に向けての意見発表の

場（ロータリービジョン） 

4. 異業種交流の更なる発展 

クラブ戦略計画委員会 小畑正勝 委員長 

 クラブ戦略計画委員会の手法

として 1、クラブビジョン(理想)を

策定、 2、各部門・委員会等の

戦略計画を立案する、 3、目標

のプロセスを実施する。 大変だ

と思いますがクラブ戦略計画の

ねらいをよく理解下さい。 

クラブ管理運営部門 成田志津子 部門長 

 明日のロータリーを継続し

運営していく為、又、活気あ

る充実したクラブを実現すべ

くそれぞれの各委員会、そし

て会員を含むそのご家族とも

連携を密にします。クラブを

どの様にしていくか基本的な主軸を踏まえ

会員自ら考えている方向性を提案します。 

プログラム・出席委員会 成田志津子 委員長 

活動計画及び実施方法 

1. 「新たなロータリー活動を創造し、楽しみ、次

なる 25年へ」の鴻巣水曜ロータリークラブの

テーマに沿って主要活動項目を充実させて

いく 

2. ホーム例会の出席率向上を目指すプログラ

ム内容作成 

3. 理事会に向こう 3 ヶ月間のプログラムを提出

する 
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親睦委員会 大澤二三夫 委員長 

活動計画及び実施方法 

1. 親睦旅行 9 月 2 日(土)

～9月4日(月)（富山おはら風

の盆） 

2. 親睦ゴルフ（木曜会との

協力）ボーリング等 

3. 炉辺会合移動例会のへ

の積極的な協力（新入会員歓迎会・花火大

会等） 

公共イメージ・会員増強部門 

  松本安永 部門長 

2017～2018 年度（大貫年度）

から、従来の「広報部門」から新

しく「公共イメージ部門」に名称

を変更して出発することになり

ました。いわゆる「広報」という

広範囲なイメージから具体的に

「公共イメージの向上」を目指すという目的意識

をはっきり持たせた委員会にすることが求められ

ております。 

活動計画及び実施方法 

1. 各委員会協力してクラブパンフレットを作成

する 

2. ホームページの活用を促す 

3. 全会員の E メールアドレスの登録及び E メ

ールの活用 

4. 事業に対する情報の共有化 

クラブ会報委員会 松本安永委員長 

活動計画及び実施方法 

1. 会報の発行は、全会員の協力で作成し翌ホ

ーム例会での発行を原則とします 

2. 全会員の協力を得て、原稿の提出はデジタ

ルデータを基本とします 

3. 全会員の E メールアドレスの登録を目指しま

す 

4. 会報には写真を多く採用し、見て楽しめる内

容にします 

5. 例会以外の内容で、近況を伝える事柄につ

いても掲載します 

6. ホームページ上のクラブ会報公開を継続す

る 

クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

  柿沼洋一 委員長 

活動計画及び実施方法 

1. 炉辺会合等を開催しロータリ

ーをより良く知る機会とする 

2. より風通しが良くなる機会の

開催 

3. 他クラブとの小規模な合同炉

辺会合の実施 

4. 例会時に地区等の情報を速やかに伝達 

5. ロータリーの友の購読 

6. My Rotaryへの登録を要請 

7. ロータリーの友 記事の紹介と投稿の案内の

実施 

会員増強委員会 宮城 仁 委員長 

活動計画及び実施方法 

1. 本年度増強目標は 5 名を目

指します 

2. クラブ会員は増強の為6グル

ープに分け、1 名をリーダー

とさせて頂き、毎月リーダー

は、その月の経過報告をさせて頂く（グルー

プ及びリーダーは抽選によって決める）。委

員長指導 

3. 各グループはリーダーを中心に 1 年間に 1

名の入会候補者をエントリーし、あらゆる努

力と協力、そして情報をまとめ新会員の発掘

をする 

4. 会員一人ひとりが増強への意識を高め、常

に責任感と努力を惜しまない。グループ活動

は小さな情報を積み重ねてこそ達成されま

す。 

5. 目標達成グループには増強員会より表彰さ

せていただきます。 

6. 増強へのプロセスはグループで立案願いま

す。 



5 / 6 

 
 

地区よりの感謝状贈呈 

 
米山記念奨学第 2回功労者 

石井英男 会員 

 

第 17回米山記念奨学功労クラブ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 

出席報告          山口光男 委員長 

 

 

 
 

 

 

スマイル報告  間室照雄 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回までの合計 709,943 円

本 日 の 合 計 19,000 円

次回繰越金合計 728,943 円  

 本日 修正 

 5月 31日 5月 24日 5月 17日 

 1196回 1195回 1194回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 19 21  

欠 席 数 13 11  

例会出席率 59.38% 65.62% % 

Ｍ Ｕ 数 2 3  

合計出席数 21 24  

出 席 率 65.63% 75.00% 100.00% 

スマイル 1  坂口年度のクラブフォーラム 

宜しくお願いいたします。 

津田健三会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・寺澤銀三

会員・馬場知行会員・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・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・成田志津子会員・細野潤一会員・青木日

出光会員・朝見卓也会員 
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今後の予定 

 

 

 

 

 

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 


