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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

 寺西修身 会員 

 

 

例 会 次 第 

司会 馬場知行 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 

 寺西修身 会員 

お客様紹介 坂口正城 会長 

会長挨拶 坂口正城 会長 

幹事報告 田邊 聖 幹事 

入会式 

地区出向役員費授与 

卓話 

  RI2770地区ガバナー 大貫 等 様 

出席報告 成田志津子 委員長 

スマイル報告 井上脩士 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 

  

 「ロータリー：変化をもたらす」 

“ROTARY：MAKING A DIFFERENCE” 
 

第 1206回例会 2017年 8月 9日 
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お客様紹介 坂口正城 会長 

 

 

RI2770地区ガバナー 大貫 等 様 

同 第 5Gガバナー補佐 池田遥愰 様 

RI2770地区 副幹事 北爪 功 様 

同 第 5Gガバナー補佐幹事 村山隆之 様 

会長挨拶 坂口正城 会長 

皆さまこんにちは。本日は

2700 地区ガバナーであられま

す大貫等様をお招きしてのガ

バナー公式訪問例会です。池

田遥幌ガバナー補佐とともにお

越しいただきました。ありがとう

ございます。最後までよろしくお願いたします。 

さて本日 8月 9日は 72年前の今日長崎に原

爆が米軍によって投下された日です。8 月 6 日

の広島に続き多くの犠牲者がでました。改めて

犠牲のご冥福をお祈りしたいと思います。10 年

前の 8月 9日がどんな日だったかを調べてみま

したのでご紹介したいと思います。まず当時の

天気ですが、快晴で最高気温 34℃最低気温

27℃で今日と同じように大変暑い日でした。そ

んな日にその後の世界経済を揺るがすことにな

る大きな出来事がありました。米国の信用力の

低い個人向け住宅融資であるサブプライムロー

ン関連の証券化商品の市場混乱をきっかけに、

BNP パリバ傘下のミューチュアル・ファンドが投

資家からの解約を凍結すると発表したことにより、

世界のマーケットが一時的にパニックに陥りまし

た。その後の世界的な金融危機が起こる発端に

なった出来事と言われています。特に為替相場

は短期間に大きく変動し、ドル円は約 10 円、ユ

ーロ円は約 15 円、ポンド円は約 20 円、それぞ

れ 1 週間で下落しました。いわゆるバリパショッ

クといわれる出来事です。日経平均株価も大き

く変動し、翌日には 406 円安くなり、17 日には

875 円下げました。翌年にはリーマンショックが

起こり、2007 年 7 月の高値 18261 円から 2009

年 3 月には 7054 円まで下落しました。まさに

2000年台初頭に起こった金融危機のきっかけと

なった日ということになります。 

暗い話になってしまいましたので、親睦旅行

で行く瑞龍寺についてお話しいたします。この

お寺は、加賀藩百二十万石の財力を如実に示

す江戸初期の典型的な建造物と言われ、高岡

の開祖前田利長の菩提寺、曹洞宗の名刹です。

3 代藩主前田利常の建立で、1997 年に山門、

仏殿、法堂が建造物として国宝に指定されてい

ます。小林忠司会員も素晴らしいお寺だと言っ

ておられましたので、楽しみにしています。以上

まとまりませんが本日の会長挨拶といたします。

ありがとうございました。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 8月 6日（日）青少年奉仕

部門セミナーが市民会館

おおみやで開催されまし

た。間室部門長が出席い

たしました。 

2. 8月 7日（月）第 5回会長

幹事会が東武バンケット上尾で開催されま

した。 

坂口会長と私田邊が出席いたしました。 

3. 8月 23日（水）鴻巣 RC との合同例会が開催

されます。17時 30分受付、18時点鐘です。 

http://www.ifinance.ne.jp/glossary/finance/fin037.html
http://www.ifinance.ne.jp/glossary/currency/cur008.html
http://www.ifinance.ne.jp/glossary/currency/cur008.html
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入会式 

久保 学 会員 

 

ただいまバッジを頂きました

新入会員の久保と申します。

長いお付き合いになると思い

ますがよろしくお願い致しま

す。ロータリーのことはまだよ

くわからないのでロータリーで

何をという目標はありませんが、坂口会長、宮坂

会員には子供のころから面倒を見て頂いており

ます。何か恩を返せたらという思いと、40 歳を過

ぎたこれからの成長につながると思います。皆さ

んにご指導いただいき、入会申込書に書かせて

頂いた「互いを認め覚悟する」の通り、皆様に認

めていただけるように覚悟を決めて頑張ってい

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

地区出向役員費授与 

米山記念奨学学友選考委員会 
委員  井上脩士 会員 

 

ブライダル委員会 

委員  大澤二三夫 会員 

 

地区副幹事   寺西修身 会員 
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卓話  

RI2770地区ガバナー 大貫 等 様 

 

 

私は 1 月 15 日か

ら 21 日の間、アメリ

カ・サンディエゴで

世界から539名のガ

バナーエレクトが集

まる国際協議会に

参加し、次年度に向けての研修を受けて参りま

した。もうすでにご案内の通り 2017～18 年度の

RI テーマは「ロータリー：変化をもたらす」です。

そして RI 会長は、オーストラリア・ビクトリア州で

公認会計士としてご活躍のイアン・HS・ライズリ

ー氏です。 

ライズリー氏は、「我々は世の中で奉仕をする

ことで、周囲に変化を与えていることを知ってい

ます。その変化は、3 つの戦略的優先事項に導

かれます。その 3つの共通するキーワードは「持

続性」です。そしてその「持続性」は地球の環境

にも当てはまり、もはや我々は環境破壊を見て

見ぬふりは出来ない。」と話し始めました。そし

て「一人 1 本の植樹」を呼びかけました。一人 1

本植樹することにより、世界に 120 万本の木が

増える。その結果地球温暖化にブレーキをかけ

ることが出来る」としました。正に「変化をもたら

す」です。さらにロータリーは女性の比率が 20％

と低いこと、40歳以下の会員が 5％しかいないこ

とに触れ、「これではこの世からロータリーが忘

れ去られる」と懸念されました。「あなたは変化を

起こす人になりたいですか？それとも変化の犠

牲者になりたいですか」と投げかけました。 

それを受けて 2017～18年度の地区活動方針

を「新たな行動 新たな感動」とさせていただき

ました。ロータリーの理念や中核的価値観には

変化はないことはご承知の通りです。奉仕をす

ることにより「相手に対して変化をもたらす」、そ

して「自分に対しても変化をもたらす」。しかも良

い方向に変化をもたらすことができるのです。そ

のためにも従来通りの奉仕ではなく、変化をもた

らすためにも新しいアイデアで新しい行動をす

る、それにより新しい感動を得て戴きたいと願っ

ています。 

最後にライズリー氏は「ポリオ撲滅はすぐそこ

まで来ている」とし「2017 年度はポリオ撲滅の最

初の年と位置付け、今から 3 年間発症がなけれ

ば撲滅宣言できる」と強調されましたことを付け

加えさせて頂きます。 

2017～18 年度が皆様にとって、そしてクラブ

にとって有意義で達成感あふれる、充実した年

度になりますようご祈念申し上げます。是非とも

勇気を持って、新たな行動を起こし、変化をもた

らせ、新たな感動を味わって下さい。 
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こうのす折り紙 教室(第 2回) 報告 

井上脩士 会員 

平成 29年 8月 6日（日）エルミ鴻巣 3F市民

活動センターにて、「第 2 回こうのす折り紙教

室」を開催した。今回の題材は、「兜と剣」。参加

者は小学生 2名・付き添い 2名、スタッフ 4名の

合計 8名です。鴻巣水曜RC・ポリオ撲滅活動の

話をしてから、作品の制作を始めた。剣の制作

は独特の折り方が途中であり難しそうでした。次

回は来年の春休みの行う予定です。 

 

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 101,000 円

本 日 の 合 計 42,118 円

次回繰越金合計 143,118 円  

 

 

 

 

 

お客様スマイル 

 池田遥愰様・村山隆之様…今日は公式訪問です。たの

しく、有意義な勉強会にしましょう。 

個人スマイル 

 津田健三会員…今年一番の猛暑のところ、我クラブに

おいで下さいましてご指導、誠にありがとう

ございます。大事な役目、これからも続きま

す。どうぞ御身体大切に、無理しないで頑

張ってください。 

 宮城 仁会員…増強の現状よろしくお願いいたします。 

 馬場知行会員…先日、みだ薬師縁日は少し雨に降ら

れましたが結構にぎわいました。井上会員、

参加ありがとうございました。 

 加藤文男会員…先日の直前会長慰労会ありがとうござ

いました。 

 井上脩士会員…9 月 6 日(日)折り紙教室（第 2 回）を行

いました。参加合計 7名でした。参加費をニ

コニコへ入れます。 

 寺西修身会員…ガバナーようこそ、ありがとうございま

す。本日は宜しくご指導ください。 

スマイル 1  ガバナー公式訪問ですご苦労様です。 

小林忠司会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・寺澤銀三

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・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・朝見卓也会員・石井洙光会

員・久保 学会員 

 本日 修正 

 8月 9日 8月 2日 7月 26日 

 1205回 1205回 1204回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 33 33 32 

出 席 数 27 23  

欠 席 数 6 10  

例会出席率 81.81% 69.96%  

Ｍ Ｕ 数    

合計出席数 27 22  

出 席 率 81.81% 69.96% 100.00% 
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クラブ協議会 

進行  坂口正城 会長 

 

 

SAA   

  
 

クラブ戦略計画委員会 

 

管理運営部門  

プログラム・出席委員会 

  

親睦委員会 
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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 

 

ガバナー指導 

 

奉仕プロジェクト部門 

職業奉仕委員会    

  

 社会奉仕委員会 

 

国際奉仕委員会  

  

 ふれあい鴻巣ウォーキング委員会 

 

青少年奉仕部門  
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ロータリー財団・米山記念奨学部門 

 

 

ガバナー補佐総評 

 

 

 

  

 

 

 

今後の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

9月 20日

（水） 

第 1211回通常例会 

会員卓話 

9月 27日

（水） 

第 1212回通常例会 

会員卓話 

10月 4日

（水） 

第 1213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 


