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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

 小林忠司 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 

 小林忠司 会員 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い  寺西修身会員 山川泰利会員 

石井洙光会員 

奥様誕生祝い  宮城明美様 坂口典江様 

 松村寿子様 

結婚月祝い  間室照雄会員 宮坂良介会員 

会長挨拶 坂口正城 会長 

幹事報告 田邊 聖 幹事 

会員卓話 石井洙光 会員 

委員会報告 

広報雑誌 柿沼洋一 委員長 

ライラ 間室照雄 委員長 

社会奉仕 細野潤一 委員長 

出席報告 成田志津子 委員長 

スマイル報告 井上脩士 副 SAA 

点鐘 
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結婚誕生祝い 

会員誕生祝い  

寺西修身 会員 

 

RC旅行から帰り、9月 6日に 61歳になりまし

た。会員諸先輩の活躍を参考にますます頑張り

たいと思っています。「永遠の 45 歳」としてこれ

からもよろしくお願いします。 

本日は有難うございます。 

石井洙光 会員 

 

奥様誕生祝い  

宮城明美 様 

 

妻 67歳、小生 74歳。月日の流れは速いもの、

結婚以来早 38 年が過ぎ去ろうとしており、妻と

小生では立場が反対になり、これもまた人生。

外に目を向けていた時より内側に気を使うことも

大事だと感じております。 

これからもまだまだ先は長い… 

坂口典江 様 

 

9 月 1 に 58 歳になります。病気のため一緒に

いられませんが、感謝しております。 

結婚月祝い 

間室照雄 会員 

 
 

乾杯 
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会長挨拶  坂口正城 会長 

皆さまこんにちは。9月 2日

から 4 日のバスを利用した富

山・石川方面への親睦旅行、

大変お疲れさまでした。2泊 3

日でバスが走行した距離は

1234ｋｍでした。あのバスの燃

費は１ℓあたり 3.8ｋｍだそうですので、約 325ℓの

燃料を使ったという計算になります。おわら風の

盆におきまして

はもう一度行っ

てみたいと思い

ました。初めて

行った所で要

領が悪く、せっ

かくの踊りもよく

見ることが出来ず残念に思いました。 

井波木彫工芸館では、仏閣建設のため京都

から集められた宮大工や職人が街を作ったのが

発祥で現在に至るということで、数々の欄間や

仏像、獅子頭が展示されておりその技術の高さ

に驚かされました。20㎝もあるかと思われる硬い

くすの木を一心に掘っている職人の姿は神がか

っているようにさえ見えました。皆さまはどう感じ

ましたでしょうか。 

因みに馬場会員の本堂の欄間は厚さ 30cm

以上もあり、その値段は 1000 万円以上だそうで

す。また津田会員もかなり興味深そうに見てお

られましたので、もしかしたら注文したかもしれま

せんので、近々見に行きたいと思っています。 

話はかわりますが、毎月第一例会では国歌

斉唱を行いますが、私は君が代の意味も知らず

に歌っていましたので少し調べてみました。君

が代は 1888年(明治 21年)に国歌として対外的

に正式に公布されました。1999 年(平成 11 年)

小泉内閣の時に法制化されました。国家のテー

マは皇統の永続性とし、歌詞は古今和歌集に

収録されている短歌がもととなっていて作詞は

林廣守さんという方だそうです。 

イギリスのバジル・ホールチェンバレンという

日本研究家が初めて俳句を英語に翻訳された

そうで、君が代も翻訳されています。翻訳された

君が代を日本語に直訳すると「汝の治世（ちよ）

が幸せな数千年であるように我らが主よ治め続

けたまえ 今は小石であるものが時代を経てあ

つまり、大いなる岩となり神さびたその側面に苔

がはえるまで」です。ありがとうございました。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 8月 30日（水）18時 30分か

ら和風レストランときで第 25

回ふれあい鴻巣ウォーキンン

グ代表者会議開催しました。 

2. 9月 2日から 4日、親睦旅行。

おわら風の盆、宇奈月温泉、

和倉温泉へ 22名で行ってきました。 

3. 9月 6日（水）第 6回商工会青年部チャリティ

ゴルフコンペ。6人参加。 

4. 9 月 20 日（水）18 時 30 分より磯幸寿司にて

久保学会員の歓迎会を行います。 

5. 9月 27日（水）18時 30分から和風レストラン

にてふれあい鴻巣ウォーキング委員会を開

催いたします。 

6. 本日より菅野浩子さんに事務局員として働い

ていただくことになりました。 

新入事務局員紹介 

菅野浩子 事務局員 
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会員卓話  石井洙光 会員 

入会後、初の卓話という事

もあり 15 分程ですが、これま

での私自身の歩みと、青年会

議所についてお話させていた

だきたく思います。私は、昭

和 51年生まれの 41才です。 

鴻巣幼稚園から鴻巣南小学校、鴻巣中学校

と進み、高校は今季夏の甲子園大会で優勝を

いたしました、花咲徳栄高校に進学をいたしま

した。当時、私は野球部ではなく、アメリカンフッ

トボール部に所属しておりましたが、夜遅くまで

練習していた野球部のクラスメイトも多く、今回

の快挙に喜びを感じていると共に、甲子園大会

出場の度に寄付を行っていましたので、喜びも

2倍に感じます。 

現在は北本年に住んでおります。生まれも育

ちも鴻巣ですが、車のナンバーが北本から「大

宮ナンバー」になりますので、北本に住んでおり

ます。 

その後、平成 9 年、父の会社である「有限会

社 石井商事」のグループ企業として「株式会

社 クリーンウェル」が設立され、現在も勤務して

おります。売り上げは 7千万円から 8千万円とい

ったところでしょうか。都内マンション建設現場

での仕事が多く、受注形態は大手ゼネコンであ

る長谷工、リクシル、クリーンウェルといった感じ

です。請負工事の内容は、キッチンで生ごみを

粉砕し、処理槽で浄化して下水に放流するデス

ポーザー装置の設置、機械設備工事を行って

おります。 

そんな中、2003年度（平成15年）に鴻巣北本

青年会議所に入りました。2005年には拡大の委

員長として 10名の拡大に成功し 2006年度には

事務局長、2009年度副理事長、2011年度は理

事長職をお預かりいたしました。東日本大震災

の際には、たくさんの方のご協力をいただき、被

災者支援活動を行ったことが思い出されます。

「奉仕・修練・友情」を旨とする青年会議所は、

40 才で卒業します。限りある活動だからこその

素晴らしさがあると私は思います。市内 4C の中

で、卒業制度があるにも関わらず、常に 30 名か

ら 40 名の会員を維持している事は頼もしい限り

です。皆様方の会社や周りで、育てたい人材が

あれば、是非とも入会をお願いしたいと思いま

す。本日、お手元に、入会案内を配らせていた

だきましたが、このように手軽で分かりやすいパ

ンフレットの制作を当クラブでもおこなってみる

のも良いかと思います。 

最後になりますが、青年会議所の先輩である

柿沼会員、朝見会員に誘われて入会をいたしま

したが、今年度は久保会員が入会を果たしてく

れました。今年も会員の増強を共に行い、若い

力で当クラブに貢献していけばと思っておりま

す。 

ご清聴、ありがとうございました。 

委員会報告 

ライラ委員会 間室照雄 青少年部門委員長 

ライラの研修セミナーの案内

が来ております。4 回のセミナ

ーがあり、そのうち 3 回目が秩

父で 2 泊 3 日の研修です。締

め切りは 12 月末日までです。

若い従業員のリーダーシップ

を養うよい機会です。我クラブからは二人派遣し

たいと思います。 

社会奉仕委員会 細野潤一 委員長 

「第 32 回ふれあい広場」風船アーチ設置に

ついて 

平成 29 年 10 月 1 日（日）午

前 8 時 30 分～9 時 50 分 川

里農業研修センター（鴻巣市

関新田 1800番地）にて風船に

ヘリウムガスを注入する。風船

を網に入れる。会場入り口に

風船アーチを設置する。 

雨天決行です。 
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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 190,118 円
本 日 の 合 計 24,000 円
次回繰越金合計 214,118 円  

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 9月 13日 9月 2日 8月 30日 

 1210回 1209回 1208回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 23  23 

欠 席 数 9  9 

例会出席率 69.69% % 69.69% 

Ｍ Ｕ 数   1 

合計出席数 23  24 

出 席 率 69.69% 100.00% 72.72% 

個人スマイル 

  寺西修身会員…9月 6日で 61歳になりました。 

スマイル 1  親睦旅行、おつかれさま。例会参加お願い

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・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・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・石井洙光会員 
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今後の予定 

 

 

 

 

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 

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 

10月 7日

（土） 

第 1214回移動例会 

こうのす花火大会 

会場 鴻巣市糠田グラウンド 

10月11日

（水） 
第 1214回の振替休会 

10月18日

（水） 

第 1215回通常例会 

外来卓話 

10月25日

（水） 

第 1216回移動例会 

職場訪問 

東洋製缶吉見工場 

ふるさとの杜 除草作業 

9月 16日（土） 

 


