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例会開始前の握手会

司会  馬場知行 SAA 

 

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 我らの生業 

 

 

四つのテスト唱和 石井英男 会員 

 

例 会 次 第 

司会 馬場知行 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 

ロータリーの目的並びに四つのテスト唱和 

 石井英男会員 

会長挨拶 坂口正城会長 

幹事報告 田邊 聖幹事 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い  井上脩士会員・竹内幾也会員・宮坂

良介会員 

奥様誕生祝い  竹内和子様・馬場裕美子様・松本英

子様・青木由香様・山口玉禅様 

結婚月祝い  馬場知範会員・蓮江郁夫会員 

乾杯  小畑正勝会員 

新年度指針発表 坂口正城会長 

  田邊 聖幹事 

委員会報告 

親睦委員会 大澤二三夫委員長 

社会奉仕委員会 寺西修身会員 

会員増強委員会 宮城 仁委員長 

地区出向者報告 

米山記念奨学学友選考委員会 井上脩士委員 

ブライダル委員会 大澤二三夫委員 

出席報告 成田志津子委員長 

スマイル報告 寺西修身副 SAA 

点鐘 
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会長挨拶 坂口正城 会長 

皆さまこんにちは、2017-18

年度第 1回目の例会をスタート

させていただきます。先日 7 月

2 日（日）に山口会員のご子息

が理事長を務めておられる一

般社団法人鴻巣北本青年会

議所主管によります第 47回埼玉ブロック大会式

典に参加させていただきました。県内には 30の

青年会議所があり、約 1300 人の会員が一堂に

会しておりました。上田埼玉県知事をはじめ多く

のご来賓の方々もいらしていて、2770 地区の地

区大会を彷彿とさせ、とても頼もしく感じました。 

さて、先週の最終例会の挨拶の中で「鴻巣へ

の奉仕」ということを申し述べさせていただきまし

た。皆さまはすでにご存じの事かもしれませんが、

鴻巣市という街について調べてみました。鴻巣

市は 1954年（昭和 29年）に県下 17番目の市と

して誕生し、今年で市制施工 63 年目を迎えて

います。市の色は群青色、花はパンジー、木は

欅（けやき）と定められています。平成 13年に世

帯数 28,072戸 83,064人だった人口は、平成 17

年に３地区が合併し、平成 27 年 6 月 1 日には

人口 119,085 人、世帯数 49,001 戸にまで拡大

いたしました。合併当時の人口の割合はおよそ

6 対 3 対１でした。地区別の人口は一番が箕田

地区の箕田、田間宮地区の宮前、赤見台地区

2丁目、吹上地域の下忍、川里地域の屈巣でご

ざいます。地域のスペースが違いますので一概

には言えませんが、郊外に広がりがみられるよう

に思います。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 本日開催の理事会におい

て入会候補者久保学さん

の入会が承認されましたの

で、クラブ細則にもとづい

て会員の皆さまに通知い

たします。 

2. 7 月 7 日（金）事務局員研修が 14 時から大

宮・清水園で開催されます。津田一美さんが

出席予定です。 

3. 7月 8日（土）公共イメージ・会員増強部門合

同セミナが―大宮ソニックシティで開催され

ます。松本部門長と宮城委員長が出席予定

です。 

4. 7 月 12 日（水）池田遥愰ガバナー補佐が来

訪されます。 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い   

井上脩士 会員 

 

7月 13日で 65歳になります。60歳を過ぎる

と色々な所にガタが来ます。 

日々の健康管理に気をつけないとどんどん

ふけていく。みなさん気をつけましょう。 

来週の会員卓話でいい話をしますので特に

先輩会員の皆さまには出席をお願いします。 

宮坂良介 会員 

 

7月 26日で 56歳になります。まだまだ、鼻た

れ小僧ですが、よろしくお願い致します。 
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奥様誕生祝い  

松本英子 様 

 

例会で誕生祝いをしていただけるので、本人

に 「コメントがあれば預かるよ」 と言っていた

のですが今朝、何もないという返事でした。 

昨年暮れに娘が一級建築士試験に合格し、

建築士事務所の手続きなど、嬉しそうに連絡を

取り合っています。これといって出歩く趣味は

持たず、店でコツコツ何かやっています。 

青木由香 様 

 

妻は 7月 23日で 51歳となります。結婚したの

は私が24歳、妻が25歳の時でしたので独身時

代より 2人になってからの方が 1年長くなりまし

た。 

7 月の人事異動には該当しませんでしたので、

ロータリアンの活動が引き続き行う事が出来ま

す。少しでも貢献出来るように頑張りますので

宜しくお願いします。 

山口玉禅 様 

 

かみさんは、7 月 30 日。毎日すこぶる元気で

過ごしています。あまり元気すぎるのがかえっ

て心配です。 

週 3日程出かけています。 また、日曜テレビ

埼玉に朝 8 時から出演しているので、どうぞ見

てください。 

本日は、お祝いありがとうございます。 

乾杯 

みなさんこんにちは、最初

に一言御礼を申し上げます。

鴻巣水曜ロータリークラブ会

員のあたたかい協賛・ご協力

のおかげで、常光納涼まつり

の準備は順調に進んでおりま

す、今年の納涼まつりは第 15 回の節目である

ともに彩の国シラコバト賞を県民の日に受賞し

た事を冠として役員一同工夫をこらしておりま

す。 

納涼まつりの開催日は 7 月 22 日です、多く

の参加お待ちしております。 

それでは 七月の会員誕生月・令夫人誕生

月・ご結婚月おめでとうございます。 

新年度指針発表 

坂口正城 会長 

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。言う

までもなくロータリー活動の原点は「親睦と奉

仕」です。どんなに優れた奉仕活動であっても、

時代に合わせ手を入れ、改善していかなけれ

ば陳腐化してしまい、知らず知らずのうちに地

域のニーズの変化に応えられなくなってしまい
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ます。時代の変化に対応し、地域のニーズの

要請に応えられるようクラブ運営をしてまいりま

す。 

昨年度は、新たに若い二人のメンバーを迎

えることが出来ました。新たなメンバーとともに、

会員増強をはかり、親睦を深め、会員一人ひと

りの満足度を上げ、クラブ活動に感動を見いだ

せていただけるように努めてまいります。 

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」 

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。 

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

レ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。 

田邊 聖 幹事 

坂口年度がスタートいたし

ました。坂口会長が掲げられ

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」に従い各部門長、委

員長と連携をとりながら皆様に

喜んでいただけるクラブ運営に努めてまいりま

す。大貫等ガバナーは第 5 グループの上尾西

ロータリークラブ出身です。11 月に開催されま

す地区大会においては、ホストクラブの上尾西

ロータリークラブとともに地区大会の成功に向

けてコホストクラブとしての役割をはたしてまい

ります。最後に今年度より事務局の体制が大き

く変わりました。津田一美さんに事務局を担当

していただくことになりました。まだまだ不慣れ

ですので、皆さまのご協力をお願いいたしま

す。 

委員会報告 

親睦委員会 

大澤二三夫 委員長 

7 月 26 日暑気払い例会を間

室会員のサニベルグリーンハウ

スで 18：00 から行います。お願

い致します。先程のご案内の中

で、鴻巣駅からの送迎が記載さ

れていましたが、現地集合でお

願い致します。 
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社会奉仕委員会 

永年の献血活動の貢献として 

寺西修身 会員 

7/28（金）PM1:30～3:30 鴻

巣水曜ロータリークラブが埼玉

会館小ホールにて表彰されま

す。（県内 5団体の表彰） 

出席代理として寺西が参加

致します。 

会員増強委員会 

宮城 仁 委員長 

 

 

地区出向者報告 

地区米山記念奨学部門 

米山記念奨学学友選考委員会 

 井上脩士 委員 

本年度より学友部門が管理運

営部門の中の「学友管理委員会」

となります。 

財団平和フェロー、財団奨学

生、GSE および VTT，米山奨学

生、青少年交換学生、インターアクター、ロータ

ーアクター、ライラリアンの 8 部門の学友情報を

管理する委員会です。「ガバナー月信」に財団・

米山・青少年学友の現在の状況などを写真付

きでわかりやすく簡単に掲載することになりまし

たので一昨年の盧志英さんの情報を加藤文男

委員長、間室学友担当会員にお願いします。 

地区奉仕プロジェクト・社会奉仕部門 

ブライダル委員会 

大澤二三夫 委員 

社会奉仕部門、ブライダル

委員会は、もう6回の委員会を

開催しました。今週 8 日（土）

は、コーディネータの委嘱式

がガバナー事務所で行われま

す。津田パスト会長の奥様も

委嘱式に参加されます。 

現在、男性 50 名、女性 70 名申込者がいま

す。今年から、会場がパインズホテルからガバ

ナー事務所に変更になりました。今後は、参加

者を増やし、成婚率を上げたいと思います 
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出席報告 成田志津子 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告  井上脩士 副 SAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回までの合計 0 円

本 日 の 合 計 24,000 円

次回繰越金合計 24,000 円  

 

今後の予定 

 

 

 本日 修正 

 7月 5日   

 1201回   

 通常例会   

会 員 数 32   

出 席 数 23   

欠 席 数 9   

例会出席率 71.88%   

Ｍ Ｕ 数    

合計出席数 23   

出 席 率 71.88%   

スマイル 1  坂口年度、始まります。 

楽しく 1年間、お願いします。 

津田健三会員・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・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 

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 

7月 19日

（水） 

第 1203回通常例会 

会員卓話 間室照雄会員 

花チャリティー 

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 

8月 16日

（水） 
休会 

8月 23日

（水） 

第 1207回移動例会 

鴻巣 RC との合同例会 

卓話：池田遥愰ガバナー補佐 

会場：和風レストランとき 

8月 30日

（水） 

第 1208回通常例会 

外来卓話：地区会員増強維持

委員会 

クラブ会報委員会 

委員長 松本安永    副委員長 朝見卓也 

委 員 木下純一  青木日出光 


