
1 / 6 

 
 

 

 
例会開始前の握手会 

司会 細野潤一 副 SAA 

 

ロータリーソング斉唱 

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 細野潤一 副 SAA 

点鐘 
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ロータリーソング 奉仕の理想 

四つのテスト唱和 寺西修身 会員 

会長挨拶 坂口正城 会長 

幹事報告 田邊 聖 幹事 

ベネファクター感謝状授与 坂口正城 会長 

会員卓話 加藤文男 会員 

委員会報告 

社会奉仕委員会 細野潤一 委員長 

親睦委員会 大澤二三夫 委員長 

25周年記念実行委員会 松本安永 実行委員長 

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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会長挨拶  坂口正城 会長 

皆さまこんにちは。今日は先

日読んだ本の中にお金と健康

に関する都道府県ランキングが

掲載されていましたのでご紹介

いたします。世帯別収入、定期

性預金、貯蓄、有価証券、平均

寿命、健康寿命、精神の健康、自殺率、世帯収

入に占める定期預金の割合、貯蓄に占める有

価証券の割合の 10 項目を数値化した結果、福

井県が 1 位でした。2 位が神奈川県、3 位が奈

良県、4位が三重県、5位千葉県、6位愛知県、

7 位石川県、8 位岐阜県、9 位静岡県、10 位が

富山県でした。東京都は有価証券が 1位、世帯

収入は 2 位、貯蓄に占める有価証券比率が 2

位でお金に関する項目が上位に位置していま

した。埼玉県は順位がはっきりしていませんでし

たが、経済的な指数は高く、入院、外来患者少

ないというデータがあり、この逆の傾向がみられ

たのが大阪府と山口県でした。健康意識が高い

のは沖縄県で、低いのは山形、秋田県でした。

平均寿命 1 位は長野県で男性 80.88 歳、女性

87.18 歳です。最下位は男女ともに青森県でし

た。埼玉県は 23位で男性 79.62歳、女性 85.88

歳です。これは食生活が大きく関わっていて長

野県は野沢菜の漬物に醤油をかけるほど塩分

の摂取量が多く脳卒中での死亡率がワースト 3

に入るほどでしたが、自治体や県民の努力で食

事の完全がすすんだことが要因のようです。ま

た最近は健康寿命という言葉を耳にする機会が

あると思いますが、日常生活において制限なく

暮らせる年齢の指標です。全国平均は男性

71.19歳、女性は 74.21歳です。1位は男女とも

に山梨県で最下位は、男性は徳島県、女性は

大阪でした。埼玉は 21位で男性 71.39歳、女性

は 74.12歳です。最後に乳がんの死亡率が載っ

ていましたのでご紹介いたします。低い順にみ

ると 1位は香川県、2位宮崎県、3位三重県で、

高い地域は、青森県、北海道、東京都、神奈川

県、千葉県などです。がんの要因の一つは喫煙

と聞いています。今さらながら煙草はやめたほう

がいいと自戒を込めて申し上げて今日の挨拶と

いたします。 

 
ベネファクター感謝状授与 

 
石井事務局員に慰労金授与 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 9月20日（水）地区補助金

事業・避難者贈呈式が鴻

巣市役所で行われまし

た。 

2. 9月 20日（水）18時 30分

より磯幸寿司において久

保学会員の歓迎会が行われました。 

3. 9月 27日（水）18時 30分よりふれあい鴻巣

ウォーキング委員会が和風レストランときに

おいて開催されます。 
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会員卓話 

加藤文男 会員 

皆さんこんにちは、私は今

年で縁あって当クラブに入

会して 23 年を迎えました。

最初の例会出席で（今日の

スマイル） （ SAA ）等々、

***SAA***  WHAT？の

感覚でした。何がしかの違和感を覚えました。 

よく英語を身につけるには文法、単語の前に

（ギリシャ神話、キリスト教、軍事用語）の素養を

会得しなければならないとよく言われます。確か

にロータリーには軍事用語の例えがよく出てき

ます。SAA が典型的な例であることは皆さんも

お分かりだと思います。 

ロータリーはポール･ハリスが・・・・・・・・・・・。確

かにそのとおりだと思います。ロータリーは欧米

の文化と言うよりは、間違いなくアングロサクソン

の文化が根底にあるのは定かですが、それだけ

では日本のロータリーは？を感じる時があります。

それはそれで事実として、日々のロータリー活

動のなかで日本の感性をどう植えつけていくか

は一見どうでもよく感じますが、結構大事なこと

だと思います。 

委員会報告 

社会奉仕委員会 細野潤一 委員長 

ふれあい広場風船アーチづくり参加のお願い 

 

私は当日参加できませんが、8 時 30 分集合

でお願いします。 

地区補助金事業報告 

 

社会奉仕委員会では 10月 20日に鴻巣市役

所へ坂口会長はじめ田邊幹事、柿沼直前会長、

青木支店長と私で、かねてよりオーダーしており

ました、散歩カート避難カー各一台ができ上が

りましたので、寄贈させて頂きました。原口市長

はじめ関係者の方々には大変喜んで頂きまし

た。 

親睦委員会 大澤二三夫 委員長 

10 月 7 日のこうのす花火大

会についてですが、宮内先生

の協賛に参加している会員の

皆様は、入場券をお持ちでし

ょうが、お持ちで無い人は申し

出てください。又、入場券が余

っている人は申し出て下さい。鴻巣水曜ＲＣの

シートは 4張りあります。当日、クラブからは弁当

をご用意しますが、アルコール類は各自お持ち

下さい。田島紙工さんに駐車される方は 5 時ま

でにお越し下さい。 

創立 25周年記念実行委員会 

25 周年記念の式典が終わっ

てしばらく経ってしまいましたが、

ようやく記念誌がまとまりました。

10月 3日（火）市民活動センタ

ーにおいて最後の実行委員会

を開催いたします。担当の方の

ご出席お願いいたします。 
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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 214,118 円
本 日 の 合 計 20,000 円
次回繰越金合計 234,118 円  

 

 

 本日 修正 

 9月 27日 9月 20日 9月 13日 

 1212回 1211回 1210回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 19 20 23 

欠 席 数 14 13 9 

例会出席率 57.58% 60.61% 69.69% 

Ｍ Ｕ 数 7 3 1 

合計出席数 26 23 24 

出 席 率 78.79% 69.70% 72.73% 

個人スマイル 

  加藤文男会員…本日は卓話をします。よろしくお願い

します。 

  柿沼洋一会員…木曜ゴルフ、優勝しました。 

お世話になりました。 

  青木日出光会員…廊下の窓サッシがようやく補修され

ました。長らくご不便かけまして申し訳ござ

いませんでした。 

スマイル 1  第 32回「ふれあい広場」風船アーチ設置協

力よろしくお願い致します。 

小畑正勝会員・加藤 勉会員・山口光男会員・松本安永

会員・井上脩士会員・大澤二三夫会員・石井英男会員・

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・宮内たけし会

員・石井洙光会員 
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ふれあい祭り 

風船アーチづくり 

川里農業研修センター 

2017年 10月 1日 
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今後の予定 

 

 

 

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 米山記念奨学部門 

10月25日

（水） 

第 1216回移動例会 

職場訪問 

東洋製缶吉見工場 

11月 1日

（水） 

第 1217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 

11月 8日

（水） 
地区大会の振替休会 

11月11日 

   12日 

（土・日） 

第 1218回移動例会 

地区大会 

11日：浦和パインズホテル 

12日：さいたま市文化センター 

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 


