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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

 松本安永 会員 

 

結婚・誕生祝い 

結婚月祝 

石井英男 会員 

 
皆様こんにちは。ここのところ仕事、会社の手

が足りず又、車業界の行事が多く出席率が少な

く申し訳ありません。 

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 

 松本安永 会員 

結婚・誕生祝い 

会員誕生祝い  佐々木倉造会員 

結婚月祝い   石井英男会員 

会長挨拶 坂口正城 会長 

幹事報告 田邊 聖 幹事 

会員卓話 

R財団・米山記念奨学部門 柿沼洋一 部門長 

広報雑誌 柿沼洋一 委員長 

委員会報告 

花チャリティー 間室照雄 会員 

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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本日は結婚月祝、ありがとうございます。11

月 17日で 26年になります。 

あっという間で、四半世紀が過ぎました。いつ

もすれ違いで他人のような感じなので、毎日が

今でも新鮮な雰囲気です。これからも健康に気

を付けて楽しい人生を送りたいと考えています。 

乾杯 大澤二三夫 会員 

 

会長挨拶   坂口正城 会長 

先日の東洋製罐埼玉工場へ

の職場訪問には多くの会員に

ご参加いただきました。ありがと

うございました。まず初めに気

付いたことはごみひとつなく清

潔が保たれているということでし

た。工場の製造ラインも最低限の人員で稼働し

ていてひと目で効率の良さがわかりました。製造

品目はスチール缶、アルミ缶、ペットボトルという

ことで身近なものが数多くありました。スチール

缶については薄くすることによってコストダウン

をはかっているとのことで、東洋製罐の技術の

高さを見ることが出来て驚きの連続でした。実り

多い職場訪問ではなかったかと思います。最近

は天候悪い日が多く、楽しみにしていた市民ゴ

ルフも中止になってしまい残念でした。何回か

鴻巣 CC を見に行きましたが、水が溢れていて

フェアウェイを鴨が泳いでいる光景には驚きまし

た。森川支配人に会う機会があり、市民ゴルフ

中止によるダメージは少なくないと肩を落としな

がらお話していましたので、かける言葉が見つ

かりませんでした。さて、最近ドライバーのマナ

ーの悪さがテレビ等で取り上げられことがありま

すが、私も地区ゴルフコンペの帰りに高速道路

を走った時に、追い越し車線で車を停車するな

んてありえないことだと思いました。最近ではドラ

イブレコーダーが売れているそうですが、「ドライ

ブレコーダー装着車」というステッカーを車の目

立つところに貼るのも悪質ドライバーから身を守

ることに有効だそうです。私もセコムとは契約は

していませんが、セコムのステッカーだけは貼っ

てありますので、空き巣などの被害はまだありま

せん。商売がら車を見てお客様を判断する癖が

あります。あまりよくないことだとは思いますが、

人間ウォッチングが出来る面白い商売かもしれ

ません。例えばベンツに乗られている方は、身

だしなみもよく、紳士の方が多いと思います。さ

もなければ反社会的勢力の方で、後者の場合

は接客により注意が必要になってきます。一般

的に男性のほうが車をきれいにしているといわ

れますが、私もその通りだと思います。話はまと

まりませんでしたが、会長挨拶といたします。本

日もよろしくお願いいたします。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 10月 25日（水）職場訪問 

東洋製罐埼玉工場。15

名参加。 

2. 10月29日（日）ふるさとの

杜除草作業。間室会員、

青木会員に雨の中やっ

ていただきました。ありがとうございました。 

3. 10月 27日（金）①RLIパートⅢが市民会館

大宮で開催されました。山口会員が参加い

たしました。職業奉仕部門セミナーが浦和

ワシントンホテルで開催されました。坂口会

長、木下職業奉仕委員長、私の 3人で参加

してまいりました。 

4. 11月 6日（月）第 25回ふれあい鴻巣ウォー

キング総務部会が 18時 30分より和風レスト

ランときで開催されます。 

5. 11月 9日（木）第 25回ふれあい鴻巣ウォー

キング実行委員会が鴻巣市福祉センター

で 18時 30分より開催されます。 

6. 11月 11日（土）12日（日）地区大会が浦和
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パインズホテル、さいたま市文化センターで

開催されます。既に詳細はご案内しており

ますので、ひとりでも多くの方のご出席をお

願いいたします。 

会員卓話 

クラブ研修情報・広報雑誌委員長として 

柿沼洋一 委員長 

ロータリーの友では「よねや

まだより」の記事や「R 財団」に

関する記事には特に注目して

頂きたいと思います。とりわけ

入会期間の浅い会員の皆様

には読んで基礎知識を蓄えて

頂きたいと思います。また、縦書きの冒頭に

『SPEECH』という項目の記事が毎回掲載されて

います。内容は様々ですが是非とも目を通して

ください。問題提起があったり、報告記事であっ

たりとなかなか読み応えのある内容です。 

今回の卓話は、クラブ研修リーダーという立

場でもありますので 6月に実施したクラブ運営に

関するアンケートの結果をご報告させて頂こうと

思います。本日は皆様に口頭での報告となりま

すが、後日配布するか回覧して頂こうと考えて

いますのでご了承のほどお願いします。そして

特に坂口会長と寺西会長エレクトにおかれまし

てはご参考にして頂ければ幸いです。 

委員会報告 

ふれあい鴻巣ウォーキング  山口光男委員長 

11 月 6 日（月）総務部会を

開催いたします。各委員会の

副委員長までの出席をお願い

致します。11 月 9 日（木）が全

体の実行委員会となっていま

す。こちらについても各部会の

副委員長さんまでの出席をお願い致します。会

場は総務委員会は「とき」さんで、実行委員会は

総合福祉センターで行います。 

前回、案内いたしました東松山のスリーデイ

マーチの参加者は 4 名となっています。日曜日、

鴻巣駅 8 時 20 分発東松山行きのバスで行きま

す。 

花チャリティー 間室照雄 会員 

カランコエ 八重咲 

水を少なめにして管理するこ

とがコツ。 

夕方暗くなるところで暖かい

所（昼間陽がある所）ならば 2

月中旬頃、もう一度花を見る事

が出来ます。 

 

出席報告   成田志津子 委員長 

 

 本日 修正 

 11月 1日 10月 25日 10月 18日 

 1217回 1216回 1215回 

 通常例会 移例例会 通常例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 22  19 

欠 席 数 11  14 

例会出席率 66.67% % 57.58% 

Ｍ Ｕ 数 2  3 

合計出席数 24  22 

出 席 率 72.73% 100.00% 66.67% 
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スマイル報告  細野潤一 副 SAA 

 

前回までの合計 294,118 円
本 日 の 合 計 23,000 円
次回繰越金合計 317,118 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

 

 

個人スマイル 

  小林忠司会員…11 月 11・12 日（土・日）鴻巣市産業

祭が総合体育館で行われます。ご来場よろ

しくお願いします。 

  間室照雄会員…11月 12日～14日 宮古島に行って

きます。 

  井上脩士会員…勉強会出席のため、早退します。 

スマイル 1  11月 11日（土）・12日（日）地区大会へ出席

よろしくお願いします。 

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・松本安永会員・加

藤文男会員・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・田邊 聖会員・寺西修身会員・

成田志津子会員・細野潤一会員・青木日出光会員・松

村豪一会員 

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 

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 

12月13日

（水） 

第 1222回移動例会 

年次総会 

クリスマス例会 

熊谷ガーデンパレス 

12月20日

（水） 

第 1223回通常例会 

会員卓話 

12月27日

（水） 
振替休会 

12月31日

（水） 

第 1224回移動例会 

大晦日・初詣 

宝持寺 

1月 3日

（水） 
法定休会 


