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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

 加藤文男 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 

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 

 加藤文男 会員 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い  成田志津子会員  木下純一会員 

朝見卓也会員 

奥様誕生祝い  佐々木美智世様  小林淑子様 

大澤千明様  朝見 香様 

柿沼一枝様 

ご結婚月祝い  寺澤銀三会員  青木日出光会員 

石井洙光会員 

会長挨拶 坂口正城 会長 

幹事報告 田邊 聖 幹事 

会員卓話 久保 学 会員 

委員会報告 

親睦委員会 大澤二三夫 委員長 

ふれあい鴻巣ウォーキング 山口光男 部会長 

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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結婚月祝い 

会員誕生祝い 

成田志津子 会員 

 
誕生月お祝いありがとうございました。 

○才になりましたが、心と頭（形ではなく中

身！）は 38才でありたいと思っております。日々

万歩計を見つつ健康に留意してまいりたいと存

じます。ありがとうございました。 

奥様誕生祝い 

小林淑子 様 

 

妻の誕生祝いありがとうございます。妻は私よ

り 3歳年下なので 70代に入ります。今は孫のこ

とで一杯のようです。疲れると言っておりますが、

それなりに楽しんでいるものと思います。今後は

妻と 2 人になってしまうので仲良くやっていきた

いと思います。 

大澤千明 様 

 

18 日で妻は 61 歳になります、同じ年に生ま

れています。学年で言いますと私が早生まれで

すので 1学年上です。 

妻は大病を 2 度ほどしましたが、近年は普通

に生活しております。 

本日はお祝い有難うございました。 

柿沼一枝 様 

 

10月 27日で 53歳になります。これからも仲良く

やっていきたいと思います。本日は皆様に祝っ

て頂きまして誠にありがとうございます。 

ご結婚月祝い 

青木日出光 会員 

 



3 / 6 

 
 

24歳で結婚して 26年目を迎えます。 

次男が来年 3月に大学を卒業して、就職する

予定です。これからは、夫婦 2 人での生活が増

えるので、かみさんを大切にして、愛想をつかさ

れないように RCの先輩を見習って 1年でも永く

一緒に居られるようにしたいと思っています。 

乾杯  蓮江郁夫 会員 

 

会長挨拶  坂口正城 会長 

皆さまこんにちは。今日は

心が軽くなる「魔法の言葉」と

いうものを紹介しようと思いま

す。皆さまも不安や不満で憂

鬱になることがあると思います。

そんな時に朝に晩に口ずさめ

ば効果覿面です。慶応大学の前野隆司教授に

よるとし幸せを構成する 4つの因子があるそうで

す。 

そのひとつが「やってみよう」因子で自己実現

と成長の因子だそうです。その「やってみようを」

活性化させる言葉が、サントリー創業者の鳥井

信治郎氏の「なんでもやってみなはれ、やらな

わからしまへんで」や本田宗一郎氏の「チャレン

ジして失敗を恐れるよりも、何もしないこと恐れ

ろ」などだそうです。 

ふたつめが「ありがとう」因子でこれを活性化

させる言葉として松下幸之助氏の「感謝の心が

高まれば高まるほど、それに比例して幸福感が

高まっていく。」が当てはまるそうです。 

みっつめが「何とかなる」因子だそうです。こ

れを活性化させる言葉としてアメリカの哲学者が

「悲観主義は弱さを招き、楽観主義はパワーを

もたらす。」と言っています。 

最後が「あなたらしく」因子です。イギリスの哲

学者バートランドラッセルは「他人と比較しても

のを考える習慣は、致命的な習慣である。」と言

っています。 

私もネガティブ思考をすててこんな言葉を思

い出しながらさらに幸福になれるようにしていき

たいと思います。まとまりませんが、会長挨拶と

いたします。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 9月 27日（水）18時 30分

より和風レストランにおい

てふれあい鴻巣ウォーキ

ング委員会開催。 

2. 10月 1日（日）ふれあい広

場で風船アーチ作りを 8

時 30分より行いました。8名の参加。 

3. 10月 7日（土）こうのす花火大会、移動例会

です。 

4. 10月 11日（水）振替休会です。 

5. 10月 16日（月）地区大会チャリティゴルフコ

ンペがプレステージCCで開催されます。当

クラブからは 8名の参加予定です、 
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会員卓話 

久保 学 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

親睦委員会 大澤二三夫 委員長 

花火大会について 

今週の土曜日の花火大会の

事についてですが、天気が当

日悪い予報が出ていて、翌日

順延になることが予想されてい

ます。弁当の手配がしてありま

すが、当日キャンセルができな

いため今年に限り、皆様で食事の用意はしてい

ただくように致しました。 

また、リストバンドをお持ちでない方には余分

を用意してあります。当日会場でお渡しいたしま

すので、私の方へ連絡をお願いします。 

駐車場については、田島紙工さんのところへ

5時までに入っていただけるようお願いします。 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

 山口光男 総務部会長 

本日ふれあい鴻巣ウォーキ

ングの組織票をお配りいたしま

した。 

大会会長が坂口会長、大会

副会長が渡辺秋夫さん、実行

委員長が守屋万之助さんで鴻

巣水曜ロータリークラブとしては総務部会長を

私が務めさせていただきます。以下、全員委員

会に配置されています。2月、3月の全体会議と

4 月の決起大会には全員の出席をお願い致し

ます。 

創立 25周年記念実行委員会 

本日ようやく皆様に 25 周年

記念誌をお配りすることができ

ました。 

例会が振替休会となってい

る来週の水曜日、来賓の方々

にお配りするための 70 冊を作

ります。お手伝いいただける方がいらっしゃれば

よろしくお願い致します。 
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地区米山記念奨学選考委員会委員 

   井上 脩士 地区委員 

今月は、米山月間です。10

月 16日（水）例会にて米山記

念奨学会について卓話を行

います。ロータリーの友今月

号に米山記念奨学事業につ

いて書かれています。是非、

ご一読をお願いします。当日は、DVD・スライド

を使って説明します。また、選考基準、当地区

の寄附実績なども報告したいと思います。多く

の会員の出席をお願いします。 

花チャリティ 間室照雄 会員 

安代リンドウ シャインブルー 

かつてのリンドウは丈

の低いものが主流でした

が、岩手県の安代地区

において、本来の切花

種（丈が高い）品種と在

来種（丈の低い）品種と

の交配で、岩手乙女と云う品種が作出され、大

変な人気を博しました。 

同じ作出者たちによって、より鮮やかなリンド

ウに開発されたものでが、本日のシャインブル

ーです。 

水切れに注意し、夏の高温から守ってやると

本来の宿根草として庭で楽しむ事が出来ます。

自然界では他の山野草と共生している植物で

す。 

 

 

 

出席報告  成田志津子 委員長 

 

 

 

 本日 修正 

 10月 4日 9月 27日 9月 20日 

 1213回 1212回 1211回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 23 19 20 

欠 席 数 10 14 13 

例会出席率 69.70% 57.58% 60.61% 

Ｍ Ｕ 数 2 7 3 

合計出席数 26 26 23 

出 席 率 75.76% 78.79% 69.70% 
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スマイル報告  井上脩士 副 SAA 

 

 

 

前回までの合計 253,118 円
本 日 の 合 計 23,000 円
次回繰越金合計 276,118 円  

 

 

今後の予定 

 

 

 

個人スマイル 

  山口光男会員…久保学会員、卓話ありがとうございま

す。 

  松本安永会員…25 周年記念誌、完成しました。ご協

力ありがとうございました。 

  成田志津子会員…久保会員、卓話よろしくお願いしま

す。 

スマイル 1  こうのす花火、皆で満喫しましょう!! 

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・馬場知行会員・間室照雄会員・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・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・細野潤一

会員・青木日出光会員・久保 学会員 

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 

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 

11月15日

（水） 

第 1219回通常例会 

会員卓話 松本安永会員 

11月22日

（水） 

第 1220回移動例会 

献血例会 

鴻巣市総合福祉センター 

12月 6日

（水） 

第 1221回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

花チャリティ 


