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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 我らの生業 

 

 

四つのテスト唱和 大澤二三夫 会員 

 

会長挨拶 柿沼洋一 会長 

皆さんこんにちは。本年度

この例会場での最後の通常

例会となりました。これまで大

変ありがとうございました。 

先ずは報告です。17 日（土）

川口において 2017～2018 年

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 我らの生業 

四つのテスト唱和 

 大澤二三夫会員 

会長挨拶 柿沼洋一会長 

幹事報告 田邊 聖幹事 

クラブフォーラム（次年度活動方針） 

職業奉仕委員会 木下純一委員長 

委員会報告 

こうのす花火大会 宮内たけし会員 

ボーリング大会について 寺西修身会員 

細則変更について 松本安永会員 

会員卓話 朝見卓也会員 

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 
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度「クラブ研修リーダーセミナー」がありました。

これまで当クラブでは研修リーダーというよりも、

ロータリーの友の記事の紹介が主な仕事でした。

私のイメージも新入会員に対するオリエンテー

ションくらいに思っていました。しかし大変な役

目を負っていることが分かりちょっと唖然としまし

た。戴いた研修資料によると責務 1～9、研修プ

ラン 1～5、また規定審議会に関する関わりがあ

り、さらには各部門セミナーに出席せよ！！との

ことで頭の中は？？？？・・・とんでもない内容

です。その上、ガバナー補佐と連絡と取り合っ

てクラブをまとめ上げ、会長の補佐をすると聞か

されました。ある意味直前会長ではなく、会長エ

レクト（副会長）がなるべき役職のようにも感じま

した。当然のごとく参加された方々からも疑問が

投げかけられました。私は少し考えを改めて臨

みたいと思いました。ただし地区が言うようなこと

は出来ませんし、致しません。 

先日鴻巣北中学校の『花水木』という広報誌

（月報）が届きました。その中に国立青少年教育

振興機構からの報告が掲載されておりました。

「子供の生活スキル」（①『ありがとう』『ごめんな

さい』がいえる。②遅刻をしない③近所の人に

挨拶する）が高い子供は 

・自然体験、読書、手伝いをすることが多い。 

・運動部に所属している。という傾向がありゲー

ムをすることが多い子供ほど低い傾向が見られ

たと報告されています。そして、校長先生は「そ

ろそろ携帯電話とのかかわりについて深く考え

る必要が出てきている」と述べておられました。

デジタル社会の弊害が深刻になっているようで

す。この様なことに対して直接にはロータリーと

して関われませんが、今後のクラブの方向性に

ついてのアンケートを皆様に配布してあります

ので必ずご回答をお願い致します。 

話は全く変わりちょっと腹の立ったお話を致し

ます。イージス艦『フィッツジェラルド』の事故に

関して、朝日新聞の編集委員のツイートについ

て、伊豆半島沖で起きた事故により不明者が出

ている状況の時には「不明者には気の毒だが、

戦場でもないところで何やっての‥」と云うことツ

イートをしたのです。私は「ふざけるな！！」と言

ってやりたい。現在中国、朝鮮半島問題が日本

にとってどれだけ深刻で重大な問題か？？ 何

も解っていない、解かろうとしない。大馬鹿な人

間の発言としか思えない。日本一国での国防は

現在不可能な状態。日米同盟のもと日米安保

条約に担保されているはずです。トランプ大統

領も安倍首相との共同声明で、「通常兵器は勿

論、核兵器を含めて日本を守る」と成文化して

約束しています。ましてや、6 年前の 3.11 東日

本大震災の際には「お友達作戦」と称し、仙台

沖まで来てくれ災害に対する支援をしに来てく

れたそのイージス艦と乗組員に対して発して良

いことかどうかもわからない。・・・A 新聞は早く潰

れた方が良い。潰した方が日本のため。と思うく

らい腹立たしい！！ロータリーの会長としては

相応しくないとは思いますが・・・ 

私の 1年間の総括は来週の最終例会で述べ

たいと思います。 

ありがとうございました。本日も宜しくお願いし

ます。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 6 月 26 日（月）次年度の

第 4回会長・幹事会が鴻

巣市メイキッスにて開催

されます。 

坂口会長エレクトと田邊

次年度幹事が出席いた

します。 

2. 6月 27に（火）17時 30分より最終例会ボー

リング大会がラウンドワンにて開催されます。

参加予定の方は 17時集合です。 

3. 6 月 28（水）最終例会ゴルフコンペが吉見ゴ

ルフ場で開催されます。7 時集合となってい

ます。参加を予定されている方は時間厳守

にて集合をお願いいたします。 

4. 同日最終例会が和風レストランときにて開催

されます。17時 30分受付、18時点鐘です。 
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クラブフォーラム（次年度活動方針） 

職業奉仕委員会 木下純一委員長 

新年度職業奉仕を担当さ

せていただきます。年に一度

の職場見学では、今年は吉

見町の東洋製缶㈱埼玉工場

を予定しております。日時は

10月 25日、当日は駐車場の

関係で乗り合わせ等が必要になるかもしれま

せん。ただいま先方と調整中です。 

今年一年分からないながらも一生懸命頑張

りますのでご協力お願いいたします。 

委員会報告 

ボーリング大会について 寺西修身会員 

6 月 27 日（火）PM5:00 集合 

PM5:30 プレー開始 ２G 個人

戦（HC有） 

場所：ラウンドワン鴻巣店 

会費：2,500円/人 

参加予定人数：14 名 ドリン

ク付き 

宜しくご参加ください。 

「こうのす花火大会ご協賛依頼について」 

宮内たけし 会員 

10月 7日の花火大会に今

年も音楽と光のコラボ「恋の

津軽十三湖大ヒット記念感

謝の音楽スターマイン」を打

上げます。 宜しくお願い申

し上げます。 

細則変更について 松本安永 会員 

この度 3 年に一度の規定審

議会後に発行された手続き要

覧に基づき、定款が変更されま

した。それに伴い、細則の文言

の細かい言い回し等が変更に

なっております。また第 6 条の

入会金が削除されたことも含まれています。す

でに幹事より連絡が回っておりますが、次回の

最終例会で承認をいただく運びとなっています

ので、よろしくお願いいたします 

会員卓話 

私の履歴書  朝見卓也 会員 

1975年 10月生まれの 41歳

の朝見卓也と申します。早いも

ので水曜ロータリークラブに入

会をさせていただきもうすぐ一

年が経とうとしている中で私の

履歴書といったお題の中でお

話をさせていただきます。私が

生まれた 1975年は第二次ベビーブームや三億

円強奪事件の時効成立などがあり、もうすでに

バブル時代の幕開けでありました。1993 年まで

続いたバブル時代に学生時代を過ごした私にと

っては、欲しいものは親に買ってもらえ、お小遣

いも沢山あり、まさに学生バブルであったと記憶

しております。そうはいっても学力だけは自分の

努力で上げるしかありませんでした。勉強に関し

てはいつも滑り込みでクリアしている状態で当時

の小学校・中学校の校長先生が偶然にも同じで、

よく怒られたりしていましたが校長先生が私に高

校入学にあたってその学年一人しかもらえない

学校長推薦の枠を私にくれました。そして、大

学入試・就職・海外留学の良し悪しの判断を下

す時にいつも相談に乗っていただいたのが小

林忠司会員でした。この二人がいなければ私の

人生はどうなっていたのかと怖さを憶えます。ま

さに私にとっての人生の恩人でございます。 

大学が終わり金子農機株式会社に入社をさ

せていただき農業機材の営業を 2年超やらせて

いただきました。右も左もわからない若者に人と

人とのつながりの大切さを教えてくれたのが当

時常務を務めていました金子重雄さんでした。

この人も私の人生の恩人でもあります。370人の

社員を持つ会社の常務であり、英語も堪能で憧

れの存在に少しでも近づきたいとの気持ちでア

メリカに語学留学に行った経緯もあります。誰も

知らない異国の土地での 2 年弱の生活が今日

の私の生活にも生きていると思っております。 

そして 20 代後半に家業を継ぎすぐに入会し
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た青年会議所も良い経験を積む場でありました。

異業種の集まりを通して、自分の会社の進むべ

き方向性や考え方を学ばせていただきました。

毎晩夕飯は家で食べず家族に迷惑をかけ申し

訳ない気持ちはありましたが、自分自身の成長

につながると信じ卒業まで活動を続けさせてい

ただきました。青年会議所で得た経験を今度は

今後の人生で活かしていこうと思っております。 

今までの私の人生は素晴らしい人との出会い

によって成り立っています。感謝の意、それが

財産であることを常に頭に置き今後も私自身が

成長できるよう日々精進していきたいと思ってお

ります。 

出席報告 宮内たけし 副委員長 

 

スマイル報告  寺西修身 副 SAA 

 

 

前回までの合計 776,943 円

本 日 の 合 計 20,000 円

次回繰越金合計 796,943 円  

 

今後の予定 

 

 

 

 本日 修正 

 6月 21日 6月 14日 6月 7日 

 1199回 1198回 1197回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 20 21 23 

欠 席 数 12 11 9 

例会出席率 62.50% 65.63% 71.88% 

Ｍ Ｕ 数 3 1 1 

合計出席数 23 22 24 

出 席 率 71.88% 68.75% 75.00% 

個人スマイル  加藤 勉会員 

柿沼会長 1年間ご苦労様でした 

スマイル 1  群馬銀行３Fでの柿沼年度例会は本日が最

終回です 

たいへんお世話に成りました 

今後もよろしくお願いいたします 

小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・寺澤銀三

会員・山口光男会員・松本安永会員・大澤二三夫会員・

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・宮内たけし会員・松村

豪一会員・朝見卓也会員 

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 

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 


