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例会開始前の握手会 

国歌及び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 

 

 

 

ロータリーの目的及び四つのテスト唱和

 加藤文男 会員 

 

 

例 会 次 第 

司会 小畑正勝 SAA  

点鐘 

国歌及び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 

ロータリーの目的及び四つのテスト唱和 

 加藤文男会員 

お客様紹介 柿沼洋一会長 

会長挨拶 柿沼洋一会長 

幹事報告 田邊 聖幹事 

お客様挨拶   鴻巣市商工会青年部 

結婚・誕生祝い 

会員誕生   寺澤銀三会員  間室照雄会員 

結婚月祝い  小畑正勝会員 

お客様挨拶 

  RID2770 第 5Gガバナー補佐 大貫 等様 

クラブフォーラム（次年度活動方針） 

社会奉仕委員会 細野潤一委員長 

国際奉仕委員会 石井英男委員長 

ふれあい鴻巣ウォーキング 山口光男委員長 

青少年奉仕部門 間室照雄部門長 

ロータリー財団・米山記念奨学部門 加藤文男部門長 

出席報告 山口光男委員長 

スマイル報告 寺西修身副 SAA 

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 1197回例会 2017年 6月 7日 
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会長挨拶 柿沼洋一 会長 

皆さんこんにちは。先週は

大変暑くなりました。と挨拶し

ましたが今週は梅雨入りが近

いせいか朝晩肌寒く感じます。

体調の管理に十分ご注意くだ

さい。 

本日は、一年間第 5 グループのガバナー補

佐として浅水ガバナーを支えてこられました大

貫等様にご来訪頂きました。各クラブに対して

の一年間の御礼の行脚とのことですが、逆に当

クラブが大変お世話になり誠にありがとうござい

ました。そしてお疲れ様でした。7 月からはガバ

ナーとしての大変多忙な 1年が始まります。ご自

愛頂き地区のため、社会のために頑張ってくだ

さい。 

5月 30日に第 10回 最終の第 5グループの

会長・幹事会が開催されました。その中で 2 つ

報告がありましたのでお話いたします。 

先ず 1つ、日本はこれまで 3ゾーン体制で RI

理事が 3 人出せました。これは 3.5 万人の会員

につきに 1 ゾーンと云うことだそうです。しかしな

がら現在日本の会員数は約 8,900人なので 2.5

ゾーンとなるそうです。各クラブの運営には影響

がないとの理解で良いそうです。もう 1 つはクラ

ブの危機管理についてです。パワーハラスメント、

セクシャルハラスメント等、特に青少年に対する

事業、活動で問題が発生することが予想され、

実際にそういったトラブルが発生しているようで

す。その結果としてインターアクト、ローターアク

ト、ライラに対する保険が設定されたそうです。

場合によってはガバナーが逮捕されるという事

態が発生することも考えられということでした。私

たちも言動に十分に注意しなければなりません。

そういう時代になったということです。 

また、本日の理事会において小林玲子会員

の退会届が提出されました。体調の関係です。

治療に専念して頂きましょう。後程田邊幹事から

報告して頂きます。 

そして、先週も話しましたが、これからのクラブ

の活動の指針となる様にアンケートをお願い致

します。少々ボリュームが有りますが皆様からの

ご忌憚のないご意見をお聞かせ下さい。宜しく

願い致します。 

そして今日は先週に引き続きクラブフォーラ

ムとして次年度の各委員会の活動方針を発表し

て頂きます。坂口年度スタートの助走となります

ので宜しくお願いします。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. かねてより病気療養中の小

林玲子会員より退会届が提

出されましたのでご報告い

たします。 

2. 本日 18時 30分より大正家

にて下期のパスト会長会が開

催されます。 

3. 6月 10日 6時 30分よりふるさとの杜にて除

草作業を行います。8時までの予定です。 

4. 6月 28日（水）18時より移動例会・最終例会

を和風レストランときにて行います。出欠の

確認をすでに FAXにて案内済みです。ご家

族お誘いの出席賜りますようお願いいたしま

す。 

お客様挨拶 

鴻巣市商工会青年部 

第 6回チャリティゴルフ大会 

実行委員長 平賀雅史 様 

平成29年9月5日（火） 

おおむらさきゴルフ倶楽

部にて開催。参加者・協

賛のお願いに参りまし

た。 

チャリティー基金を鴻

巣市内小・中学校と障害を抱えて生きる子供た

ちに寄付を行う。 
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第 16回こうのす花火大会 

実行委員長 島村伸之 様 

去年6尺玉を失敗

して筒が壊れてしま

いました。ですが、

今年度新たに筒を

作成し、4尺を再チャ

レンジしていきます。

日時、花火大会の内

容のご案内と協賛のお願いに参りました。 

結婚・誕生祝い 

会員誕生  

寺澤銀三 会員 

 

しょうせい、この 6月で 82歳になりました。 

人生は長いようで、短いものですね。 

82 年のうち、大東亜戦争や、またいろいろな

ものを見たり、経験もしました。私にとっては、い

ろいろと勉強にもなり、楽しいものでした。 

今、国会では加計学園の話題で大騒ぎ、議

員の先生方はこんな話題で暇つぶしに丁度良

い人なんでしょうね、平和ボケにならないように。 

間室照雄 会員 

 

6月 12日で 68歳になります。68歳になった

時のことを想定したことがなかったのですが、仕

事の大部分は娘に譲っておりますが、この年に

なってもっと勉強したいという思いであります。

読みたい本も眼鏡なしでは読めない現状であり

ます。 

結婚月祝い   

小畑正勝 会員 

 

乾杯 

細野潤一 会員 

 

お客様挨拶 

RI2770地区 

第 5Gガバナー補佐 大貫 等 様 

この一年、第 5 グループガ

バナー補佐として鴻巣水曜

RC の皆様には大変お世話に

なり、有難うございました。11

月 16 日のガバナー公式訪問

では素晴らしい例会を開催し

て頂き、また「ディズニ―流おもてなし術」を主講

演としたＩＭでは多くの会員の皆様のご出席を

賜り、そして 4月のグループ親睦ゴルフにも 7名

のご参加で花を添えて頂き、成功裡に終えるこ

とが出来ました事、改めて感謝申し上げます。 

ガバナー補佐の仕事として会員増強と寄付

の要請が有りますが、貴クラブでは 2 名の会員

増と財団、米山寄付も 100％を越える寄付を頂
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きました。合わせて御礼申し上げます。 

本年度は柿沼会長のリーダーシップの下、ク

ラブ創立25周年記念式典を軸に素晴らしいクラ

ブ運営が行われ、大いにクラブ活性化が出来た

のではと推察いたします。 

次年度は坂口会長年度となりますが、この流

れを引き継ぎ更なるクラブの発展と活躍をご期

待申し上げます。またアトランタへの 2 名のご参

加を賜ったことに重ねて御礼申し上げ、一年間

の御礼の挨拶に代えさせて頂きます。誠に有難

うございました。次年度も引き続き、宜しくお願

い致します。 

クラブフォーラム （次年度方針）   

社会奉仕委員会 細野潤一 委員長 

活動計画及び実施方法 

1． 会員、会員企業1本の植樹

を行う（公的、私設施設を含む） 

2． 腎・アイバンク事業の支援

継続 

3． ペットボトルキャップ収集事

業の継続。（異物、禁忌品チェック） 

4． 献血事業の継続  実施日 11 月 22 日 3

月 28日 

5． 地域防災対策事業の推進（関係者の卓話） 

6． ブライダル登録推進 

7． 地区補助金を活用して市内の保育園に散

歩カーを寄贈する 

国際奉仕委員会 石井英男 委員長 

活動計画及び実施方法 

1. 国際奉仕活動に当クラブが、

参加できるように支援する。 

2. 人道的奉仕の重点化と増加 

・ポリオを撲滅する。 

・地元と海外の地域社会で、

多大な成果をもたらすプロ

ジェクトを創造する。 

3. 青少年奉仕部門への協力支援。 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

 山口光男 委員長 

活動方針 

今年度25回目を迎え、大き

な節目の年となります。今後

いかに発展させるか、地域団

体及び鴻巣市との協調を図り、

特に地元の子どもたちの参加

者の増加とお祭り的なウォー

キング大会を目指したい。 

活動計画及び実施方法 

1. 鴻巣市レクリエーション協会と協力して、25

回大会参加者の拡大を図る。 

2. 鴻巣市及び鴻巣市教育委員会に、地域の

お祭りとして位置づけ、子供たちの参加を働

きかける。 

3. 埼玉県内のウォーキング大会に参加し、ウォ

ーキングの楽しさを実感する。 

4. 全会員を実行委員とし、常に歩くことの大切

さと、参加者を増やすことを目的に行動す

る。 

青少年奉仕部門 間室照雄 部門長 

部門方針 

わがクラブは設立の当初か

ら、「青少年に対して何ができ

るか」を基本方針にして、ク

ラブの活動の中に組み入れて

きた。今年度はさらに一歩進

めたい。 

活動計画及び実施方法 

1. 中学生職場体験実施、鴻巣市の教育委員

会と協力して、会員企業において、チャレン

ジ 3days を実施する。そのための受け入れ

企業の募集、実施にあたっては、注意事項

などの情報交換の実施 

2. 地区主催のライラへ、会員企業の若い従業

員を推薦し、次世代を担う人材の教育を実

施する。クラブとして、参加費を支出する 

3. ふれあいウォーキングの開催にあたって、ボ

ランティア参加を含め、中学生、小学生の
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参加を、教育委員会を通して働きかける。

ふれあいウォーキングの実行委員会とともに

協力体制を取る、諸費用については、ウォ

ーキング実行委員会にお願いする。 

4. 部門としては、インターアクトクラブの推進、

交換留学生の受け入れ等あるが、地区の要

請があれば、理事会に諮って検討する 

ロータリー財団・米山記念奨学部門 

 加藤文男 部門長 

活動計画、実施方法 

1. ロータリー財団部門 

年次寄付 

 200ドル×会員数 

ポリオプラス寄付 

 50ドル×会員数 

ベネファクター 

 1,000ドル 1名 

2. 米山記念奨学部門 

個人目標額 25,000円（普通寄付 5,000

円 特別寄付 20,000円） 

3. 年次寄付 200ドルのうち 100ドルは会費

より支出いたします。残りの分につきま

しては会員の皆さまに等しく負担をお願

いたします。 

4. 米山記念奨学寄付の個人目標額のうち普

通寄付5,000円と特別寄付20,000円のう

ち 10,000円は会費より支出いたします。

残りの分につきましては会員の皆さまに

等しく負担をお願いいたします。 

5. ロータリー財団への更なる理解を得るべ

く地区へ卓話者の依頼を行ってまいりま

す。 

出席報告          山口光男 委員長 

 

 

 本日 修正 

 6月 7日 5月 31日 5月 24日 

 1197回 1196回 1195回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 23 19 21 

欠 席 数 9 13 11 

例会出席率 71.88% 59.38% 65.62% 

Ｍ Ｕ 数 1 2 3 

合計出席数 24 21 24 

出 席 率 75.00% 65.63% 75.00% 
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スマイル報告  寺西修身 副 SAA 

 

 

前回までの合計 728,943 円

本 日 の 合 計 26,000 円

次回繰越金合計 754,943 円  

今後の予定 

 

 

 

 

 

個人スマイル 

大貫 等 様  1年間大変お世話になり、有難うございま

した。 

小林玲子会員  この度病気療養が長期化する為、大変

お世話になりましたが 6 月末日を持って退

会を決意いたしました。本当に長い間皆様

には温かい言葉をいただき厚くお礼申し上

げます。これからも頑張ります。皆様へ 

スマイル 1  ようこそ大貫ガバナー補佐様 

鴻巣水曜ロータリークラブへ 

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・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・宮坂良介会員・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・松村豪一会員 

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 浅見卓也会員 

6月 28日

（水） 

第 1200回移動例会 

最終例会・懇親会 

17:30 受付  18:00 点鐘 

和風レストラン とき 

7月 5日

（水） 

第 1201回通常例会 

新年度指針発表 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

7月 12日

（水） 

第 1202回通常例会 

地区役員表敬訪問 第 5Gガバ

ナー補佐 池田様 

会員卓話 井上脩士会員 

花チャリティー 

7月 19日

（水） 

第 1203回通常例会 

会員卓話 間室照雄会員 

7月 26日

（水） 

第 1204回移動例会 

バーベキューパーティー 

会場：サニベル 

8月 2日

（水） 

第 1205回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

地区出向者報告 

花チャリティー 

8月 9日

（水） 

第 1206回通常例会 

ガバナー公式訪問 

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 


