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    例会開始前の握手会

司会 馬場知行 SAA 

 

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

 山口光男 会員 

例 会 次 第 

司会 馬場知行 SAA  
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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 

 山口光男会員 

お客様紹介 坂口正城会長 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い  松本安永会員 久保 学会員 

奥様誕生祝い  田邊久美子様 木下正江様 

石井章子様 

結婚月祝い   木下純一会員 

会長挨拶 坂口正城会長 

幹事報告 田邊 聖幹事 

お客様挨拶  第 5Gガバナー補佐 池田遥愰様 

クラブ協議会リハーサル 

SAA、クラブ戦略委員会、管理運営部門、プログラ

ム・出席委員会、親睦委員会、公共イメージ・会員

増強部門、クラブ会報委員会、クラブ研修情報・広

報雑誌委員会、会員増強委員会 

委員会報告 

献血感謝状 寺西修身部門長 

出席報告 成田志津子委員長 

スマイル報告 井上脩士副 SAA 
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お客様紹介 坂口正城 会長 

 

RID2770 第 5G ガバナー補佐 池田遥愰 様 

同 補佐幹事 村山隆之 様 

会長挨拶 坂口正城 会長 

今日は第 5 グループのガ

バナー補佐の池田様、ガバ

ナー補佐幹事の村山様と 1日

付で入会された久保学さんを

お迎えしての例会になります。

最後までよろしくお願いたしま

す。 

まず皆様にご報告がふたつあります。ひとつ

は加藤文男会員がベネファクターとして 1000 ド

ル寄付してくださいました。ありがとうございまし

た。もうひとつは 6月末で退会されました小林玲

子さんから奇跡的にドナーがみつかり秋には骨

髄移植を行うと連絡がありました。クラブへの復

帰できるよう頑張ると仰ってましたので、期待し

たいと思います。 

さて、26 日行いました暑気払いでは間室会

員に BBQ 会場を提供していただき、宮城会員

には格安で海鮮を

差し入れていただ

きました。3 人の新

会員にも参加して

和気あいあいと親

睦がはかれて良か

ったと思います。

ちなみに 100 グラ

ム1400円のカルビ

を予定していまし

たが諸般の事情で

400 円のものに変更になりました。味はまあまあ

かなと思いましたが、皆さまはいかがでしたでし

ょうか。 

19 日には柿沼直前会長、田邊幹事と一緒に

原口市長を表敬訪問に行ってまいりました。ま

ず初めに感じたことは市長室が暑いということで

す。市民に気を使ってエアコンの設定温度を下

げていないように感じました。市長室にはこうの

とりの大きな写真が 4 枚掲示されており、市のこ

うのとりへの思いを感じることが出来ました。我が

クラブも本年度の活動で市への奉仕を積極的

に行っていきたいとつたへさせて頂きました。具

体的には地区補助金を活用しての保育園への

散歩カーの提供です。市長からの要望でありま

したので、いつ頃になるのかとのおたずねがあり

ましたので遅くとも 10月にはと返事をいたしまし

た。その際には側面にロータリーマークと鴻巣

水曜ロータリークラブの名前いれてどんどんアア

ピールしていただけるとのことでしたので大いに

期待したいと思います。第 5グループの 8クラブ

共同で地区補助金を活用してみてはと話題に

なったことがあります。とても興味深い考えなの

で会長幹事会で提案してみたいな思います。 

鴻巣市のことに戻りますが、現在の人口の状

況は微減にとどまっておりますが、11万 9000人

台を維持しつつ 12 万人をめざしたいとのことで

した。当クラブにおいても本年度社会奉仕委員

会においてブライダルの活動をしておりますの

で市との連携をはかり人口増加に少しでも貢献

させて頂きたいとお話しさせていただきました。

ちなみに鴻巣市では 4月から 9組のカップルが

誕生しているとのことでした。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 日韓親善会議について再

度参加要請がきています。 

2. 米山記念奨学会の財団設

立 50周年記念式典が来年

2月 4日に開催されます。 

3. 7月 30日（日）管理運営部
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門セミナーが開催されました。成田部門長が

出席されました。 

4. 8 月 9 日（水）の例会はガバナー公式訪問で

す。全員の出席をお願いたします。男性会員

におかれましてはジャケット、ネクタイ着用で

出席をお願いたします。 

お礼の挨拶 石井英男 会員 

先に時間を頂きまして 7 月

26日（水）私共母親の葬儀告

別式に対しまして津田様宮

城様及び会長幹事、会員の

皆様より香典、花環、弔電と

多分に頂きましてまた遠方に

もかかわらず告別式にも参列してくださいました

こと心より厚く感謝お礼申し上げます。大正 6年

生まれで常々100 歳を目指して生きてきました。

最後までボケずに旅立っていきました。 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い  

 松本安永 会員 

 

お祝いありがとうございます。8月31日の誕生

日で 65歳になります。 

65歳は今までと違った感覚で迎えます。長寿

長生き課からピンクの介護保険者証が届いたり、

日本年金機構から申請書が届いたりで。 

誕生日を節目として今まで、目標を掲げて来

ました。個人商店から法人にした時も誕生日を

意識し、9月 1日～8月 31日としました。 

65 歳の誕生日の翌日から会社は 10 期目に

入ります。一昨日トイレのワンデイリフォームが

決まりました。便器の交換、照明、換気扇、内装

工事一式で、今日もガス給湯器とキッチンの混

合水栓交換の見積もりをもって商談です。 

家電修理・家電小売り業として始めた店ですが、

電気工事や水道がらみの工事が増える中これ

からの時代にあった町の電気屋さんを模索しな

がら仕事をしていきます。 

 久保 学 会員 

 

お祝いありがとうございます。 

奥様誕生祝い  

 田邊久美子 様 

 

18日で 51歳になります。昨年 10月に子宮筋

腫の手術をしましたが、現在はとても健康です。

本日はお祝いをいただきしてありがとうございま

した。 

 木下正江 様 
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石井章子 様 

 

今日は妻の誕生祝い、今では食欲もよく、大

いに食べて元気になっています。いろいろお世

話になります。 

結婚月祝い   

 木下純一 会員 

 

8月 27日で 22年目の結婚記念になります。 

妻は 53 歳になってお互いに性格も体型も丸く

なってきました。今年は父親の実家の九州に墓

参りに行ってきて、これから毎年旅行を兼ねて

墓参りに一緒に行こうと思います。 

乾杯 加藤 勉 会員 

 

 

お客様挨拶  

第 5Gガバナー補佐 池田遥愰 様 

公式訪問に備えた事前訪問あいさつ 

7月に続いて 2度目の訪問

となりました。本日は来週の 8

月 9 日（水）ガバナー公式訪

問に備えて一言、挨拶とお願

いに参上いたしました。 

ガバナー補佐の公式訪問

についての役割として、クラブリーダーがガバナ

ー訪問の計画を立てる事と、公式訪問時のスケ

ジュールを調整することにあります。 

そしてガバナー公式訪問の目的として 

1．ロータリーの重要な問題に焦点を当て、関

心を持ってもらうこと。 

2．クラブのサポートと強化 

3．ロータリアンの意欲を掻き立て、奉仕活動を

促すこと。 

4．クラブの定款および細則の順守の確認をす

ること。特に規定審議会後にこれを行う。 

5．顕著な貢献をした地区のロータリアンを自ら

表彰する。 

等があります。 

会長・幹事懇談会でタイムスケジュール、表

彰、バッチ佩用等がある場合事前打ち合わせを

する。 

クラブ協議会は全員参加をお願いします。各

委員長はクラブの現状把握していただき会員数、

増強状況、米山の寄付具合、奉仕プロジェクト

の進捗程度等を掴んで発表されたい。 

奉仕活動については、だれがどんな恩恵を

受けるのか？委員長は把握して発表してくださ

い。 

又、大きな問題提起は事前に相談していただ

きます。 

最後のお願いは当日、年度計画書と手続き

要覧をご用意ください。 

来週は有意義な公式訪問になるよう、皆様方の

ご協力をお願い致します。 
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クラブ協議会リハーサル 

 

SAA   クラブ戦略委員会 

  

管理運営部門 プログラム・出席委員会 

親睦委員会 

  

公共イメージ・会員増強部門 

クラブ会報委員会 

クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

会員増強委員会 

   

委員会報告 

献血感謝状について 寺西修身 会員 

7月 28日（金）に埼玉会館にて永年の献血活

動に対する鴻巣水曜ロータリークラブが本年 9

団体の表彰対象の 1団体として「厚生大臣感謝

状」を頂きました。 

昨年全体では 22 万人の献

血者の協力を頂きましたが埼

玉県 730 万人県民では 3％で

す。20 歳以上のさらなる献血

活動への協力をお願いしま

す。 

 

 

出席報告 成田志津子 委員長 

 

 

 

 

 本日 修正 

 8月 2日 7月 26日 7月 19日 

 1205回 1204回 1203回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 33 32 32 

出 席 数 23  22 

欠 席 数 10  10 

例会出席率 69.96%  68.75% 

Ｍ Ｕ 数    

合計出席数 22  22 

出 席 率 69.96% 100.00% 68.75% 
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スマイル報告  井上脩士 副 SAA 

 

 

前回までの合計 73,000 円

本 日 の 合 計 28,000 円

次回繰越金合計 101,000 円  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様スマイル 

  池田遥愰様…来週の公式訪問の準備のために訪問

いたしました。ガバナー訪問を有意義なも

のにしましょう。 

  村山隆之様…次週の公式訪問例会の成功を祈念し

ております。本日はよろしくお願い致しま

す。 

個人スマイル 

  石井英男会員…この度は母親の葬儀、告別式に皆様

より心温まる思い、感謝申し上げます。 

スマイル 1  来週 8月 9日、ガバナー公式訪問 

全員出席をお願いします。 

津田健三会員・小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正勝

会員・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・

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・

久保 学会員 

直前会長幹事慰労会 

事務局員歓送迎会 

会場：イタリアンレストラン 

 ア・ドマーニ北本店 

2017年 8月 2日 
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今後の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 9日

（水） 

第 1206回通常例会 

ガバナー公式訪問 

花チャリティ 

8月 16日

（水） 
休会 

8月 23日

（水） 

第 1207回夜間移動例会 

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 

9月 2日

（土）～ 

4日（月） 

第 1209回移動例会 

会員親睦旅行 日本の祭り 

 おわら風の盆（富山・石川） 

9月 6日

（水） 

振替休会 

（第 1209回例会の振替） 

9月 13日

（水） 

第 1210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 

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 


