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会長挨拶   坂口正城 会長 

皆さまこんにちは。先日の故

小林玲子元会員の通夜、告別

式には多くの方にご参列いた

だきありがとうございました。ご

存じ通り小林さんが第 24 代会

長を務められた時、幹事として

仕えましたのでとても悲しい気持ちでいっぱい

です。会長としての責任感がとても強くてかなり

無理をしていたのかなと思います。咳がひどく医

者に行くよう勧めても会長としての仕事を優先し

て頑張っていた姿が思い起こされます。私が会

長になった時には力になってくれたはずで、私

も当てにしていた部分もありましたので残念でな

りません。私の人生において忘れられないひとり

であることは間違いありません。心よりご冥福を

お祈りしたいと思います。 

さて、先日の地区大会では多くの皆さまにご

出席いただき、クラブ紹介ではたくさんの声援を

送っていただきました。本当にありがとうござい

ました。地区大会のなかで松本先生によるポリ

オについてのセミナーがとても印象にのこりまし

たので少しお話しさせたていただきます。既にロ

ータリーでは 30数年ポリオ撲滅の運動を行って

いるわけですが、現在常在国としてナイジェリア、

パキスタン、アフガニスタンがあり 2017 年も 14

人の子供が感染したとのことでした。WHO は 3

年間感染者がゼロで撲滅を宣言するそうで、RI

では 2020 年を撲滅の年として目標に掲げてい

います。そしてこの年に 2770地区のガバナーに

就任予定する小林操ガバナーノミニーが、挨拶

のなかで自らがポリオによって右手が不自由で

あることをお話していました。そしてこの年にガ

バナーに就任することを天命だとお話ししてい

たことが心に残りました。ポリオは人類の手によ

って撲滅することのできる疾患です。皆さまの今

まで以上のご協力をお願いたします。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 11 月 12 日（土）13 日（日）

地区大会がロイヤルパイン

ズホテルとさいたま市文化

センターで開催されました

14名参加。 

2. 11 月 22 日（水）12 時～16

時 鴻巣市福祉センターで献血例会。 

3. 11月 24日（金）鴻巣 RC創立 50周年記念式

典が大宮アルタビスタで開催されます。 

4. 11月 29日（水）休会 

5. 12 月 6 日（水）上期パスト会長会を 18 時より

大正家にて開催いたします。 

会員卓話 

業務用エアコンに対し、自然冷媒ガスを騙った

詐欺の話 

松本安永 会員 

本日卓話依頼され、準

備していたことの前に、一

昨日の業界の会合での新

情報を提供させていただ

きます。皆様には十分ご

注意をお願い致します。 

エアコンに注入されている冷媒ガスをノンフ

ロンの自然冷媒ガス（R443a）に交換すれば既

存の空調設備を交換することなく大幅な消費電

力の削減が叶います。ところがそのメリットを

大々的にアピールしてエンドユーザーから２段

階にわたり金を騙し取るという詐欺行為が横行

しています。 

＜１段階目＞自然冷媒ガスの理屈を簡単に

説明しよう数種類の天然炭化水素ガスを混合す

ることにより、現状のフロン系冷媒ガスの半分以

下のガス圧で代替的な働きを得るしかしながら

混合されたガスは特殊な触媒を用いないとその

性能を半永久的に維持できないのだ、そして短

期間で分離を起こしその性能を失ったガスは、

実際に消費電力の削減につながらないどころか
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エアコンの故障にもつながってしまうすなわち原

価が限りなくゼロに近い触媒なき炭化水素ガス

の混ぜ合わせをご立派な値段をふっかけて販

売するという第一段階の詐欺が行われるのだ。 

＜２段階目＞エアコンの不調を見計らって悪

徳ガス販売業者とは別の詐欺業者がエアコンを

機械ごと交換するようにと営業攻勢をかけてくる、

ユーザーには無関係を装うこれら２業者が裏で

繋がっていることはもはや言うまでもあるまい。ど

の業者もHP上でおいしいコトをいっぱい言って

います。 

うますぎる話だと思ったらそれは詐欺です。

契約する前に相談して下さい。 

ロータリー活動を振り返って 

松本安永 会員 

何を話そうかと考え、自分の

ロータリー歴を振り返りながらそ

の都度何ができたのかを拾って

みる事にしました。 

平成 5 年 8 月に自宅兼事業

を現在の建物に建て直した頃

から様々な出会いがあわただしくなってきたよう

です。 

平成 6年 7月鴻巣水曜ロータリークラブ入会 

岡村初郎さん（鴻巣市消防団第 2 分団で同

席）と野口淳三さん（商工会天神相生地区で同

席）のスポンサーで入会予定者として、初めて

例会場に来た時のことです。はっきりとした日に

ちは覚えていませんが、今思うと最終例会の前

の最後の通常例会だったのでしょう、何時ころ

会場に行けばいいのでしょうかと尋ねたところ、

11 時半にはみんな集まって来ていると言われ、

その時刻に行ってみると事務局の小林さんと石

井さんの二人だけで、戸惑いました。最初に事

務所に入ってきたのが三村さんで、岡村さんや

野口さんは 12 時過ぎてから顔を出してきました。

年度が明け、高野会長年度の第一例会からの

出席となり、スポンサーと同じ出席委員会に所

属、会員皆様の名前を覚えるのに役立ちまし

た。 

5 代目の年（平成 8 年～9 年）は会長予定の

中居さんにクラブ会報委員長の指名を受けまし

た。会長は小林忠司さんに変更になりましたが、

そのままの人事ということで委員長を務めました。

発表者の原稿はすべてテープから起こす作業

がありました。原稿は、原稿用紙に手書きで仕

上げ、金曜日に印刷業者に渡すというハードな

作業でしたがその頃、普及し始めたワードプロ

セッサー（いわゆるワープロ）で仕上げ、フロッピ

ーディスクで渡せば月曜日でも可というルール

も取り付け、いくらか締め切りを伸ばす事が出来

ましたが原稿打ちを夜なべしてやっていました。

この年度は津田分区代理の年度で、IM の報告

書をクラブ会報委員会でまとめるよう指示され、

原稿のテープ起こしを委員 4 名で分担して振り

分けましたが、その当時 NTT の営業部長の町

田さん以外は誰も原稿をまとめてもらえず、津田

分区代理からは催促が入り、結局残りは一人で

原稿起こしをした思い出があります。その当時

の印刷業者は行田の「コスモプリンツ」という会

社でした。 

その頃の平成 7年 4月から 11年 3月までは

地元自治会長を 4期務め、その間地域ボランテ

ィア団体として「生出塚団地花のコミュニティ」を

立ち上げ、鴻巣市からの表彰をはじめシラコバ

ト賞など県からもいくつかの表彰を受けました。

当時の県知事は土屋さんでした。 

自治会長 3 年目は周り当番で、鴻巣市自治

会連合会の会長を受けるという巡り合わせもあり

ました。かなりの数の協議会の当て職が多く、そ

の都度当時の市長佐藤輝彦さんと、商工会長

の梶山治夫さんご一緒しました。 

クラブ 10 周年の年（平成 13 年～14 年）は津

田ガバナー年度で、小畑会長、田邊幹事の年

度でした。その時は幹事補佐という役を指名さ

れ、幹事の代わりにずいぶん書類作りをやりまし

た。夜どこかのにぎやかなところから電話がかか

ってきて、明日までに書類を作っておいてくれ、

といった調子でした。 

ちょうど平成 13 年、14 年は鴻巣中央小学校

で PTA会長を務めていました。実は、PTA会長
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2 年目を受けるにあたって会則を全面改定した

ことを実績として残しました。中央小学校 9 年目

に当たる年で事業の執行がそれまでの会則で

は計画が立てきれないのが主な理由でした。ま

たその時の校長先生が鈴木健一さんという方で、

その翌年の子供は卒業してしまいますがその年

に定年を迎える先生を立てようと、創立 10 周年

の実行委員長を務める事にしました。目的に反

してその先生はその年、定年 1 年前にして教育

長に指名され目の前からいなくなってしまいまし

た。 

12 代の田邊会長年度はクラブ会報委員長の

指名を受け、年間 120万かかっていた会報予算

を 80 万に抑えてほしいという指示がありました。

この時の削減策として、発表者に原稿を提出し

ていただき、写真も例会場で整理して印刷所に

提出するやり方にしました。会報委員会は例会

後、しばらく残ってそのような作業もしていました。

印刷業者は「PIP」でした。結果的には削減はで

きましたが 80万は超えてしまいました。 

仁見・田邊会長年度はロータリー100 年記念

事業として上谷総合公園に時計塔モニュメント

を寄贈しようという計画が立ち上がり実行するこ

とになりました。その年度は社会奉仕委員長と

いうことで実行委員長を受けることになってしま

い、年度が始まる前から何度も市役所や工事中

のグランドに足を運んだものでした。 

14 代山口会長年度にはその 2 年目の企画と

して、モザイクタイルアートづくりが計画され実行

されました。作業は全会員が参加し、2 会場に

分かれ会場の手配、会員の当番表など延べで

8回の作業があったかと思います。 

15 代馬場会長の年、小畑さんを担当部門委

員長として進めていた CLPを他に先駆けて当ク

ラブで採用するということで、このころからクラブ

内の組織作りに携わるようになってきました。こ

の年度は井田さんが副会長となり、私が副幹事

に指名された年でもあります。 

16 代井田会長年度では、印刷にかかる経費

の削減のため現在のようなカラーレーザープリ

ンターを導入し印刷業者を使わず、年度計画書

とクラブ会報を内製化することとしました。プリン

ターは約 60 万円、この二つを内製化することに

より年間 140 万円近くの支出を 20 万円程度に

抑えられるということで、一年でプリンターの代

金は吸収できると言う事です。この年の下半期

に入ってから、これからのロータリー活動の手助

けをしてもらいたいと思い、小林玲子さんを誘い

入会していただきました。最初は主にクラブ会

報の写真を撮ってもらっていました。 

17 代間室会長年度に入ってからも、クラブ会

報作りは委員長の小畑さんには原稿をすべて

集めていただいて、仕上げは当時ほぼ一人で

一度も遅れることなく発行しました。役は管理運

営部門長でした。その頃から事務局の石井さん

や小林玲子さんがスタッフとして力になってくれ

ていました。 

翌、自分の会長年度の年は、間室直前会長

が毎週の会長挨拶で「木を植えよう」というテー

マで話をしていましたので、それを現実のことに

しようと市長さんに直接話をしたところ、現在の

場所を用意していただく事が出来、実行に移す

こととなりました。地区補助金事業として、まずテ

ニスコートわきに植樹をすることとし、その後「ふ

るさとの杜づくり」を、地元常光、笠原、中央の小

学生を交えて、3年計画（3年後が創立 20周年

の年）で苗木の植樹を実行しました。 

また、その後についても考えていました。間室

さんに幹事として私が推薦したのが村田さんで

した。そのほか、この年度以降の会長候補を自

分なりに思い描き、流れができるよう、その都度

推薦させていただきました。 

19 代村田正仁さん、20 代井上脩士さん、21

代加藤文男さん、22 代大澤二三夫さん、23 代

石井英男さん、24 代小林玲子さん。自分なりに

思い描いた最後は小林玲子さんでした。 

実際にはこの通りにはなりませんでしたが、そ

の都度人事の調整をしながら自分の思いを小

林玲子さんに託しました。その思いを受け止め、

打ち出したテーマが「クラブをひき継ぎ、ひとを

繋げよう」でした。周知の通り柿沼さん、坂口さ

ん、田邊さんに見事に引き継ぎ会長職をやり遂
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げ繋いでくれました。 

柿沼さんの会長挨拶の姿を見て、「とても立

派です」と言って嬉しそうでした。坂口さんの第

一例会の写真を入院中の彼女にタイムリーに

LINE で送った時も、「見たかった姿が見る事が

出来てうれしい」と言っていました。 

これからもロータリーを通じて大切な様々な出

会いがあるかと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

委員会報告 

職業奉仕委員会 木下純一 委員長 

職業奉仕部門セミナー報告 

H27年 10月 27日職業

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。 

講師は株式会社 そ

うじのちから代表取締

役の小早祥一郎氏で「そうじから生まれる力と

は」というテーマで 1 時間 20 分の講話をして頂

きました。 

手がけた各会社の状況と結果を紹介しながら

そうじがいかに重要で有益なものなのかを実感

する事が出来ました。 

その中でいくつかのキーワードとして「不要な

物を捨てきる」「不要な物とはいかに新品で使え

る物あっても使えない物」「不要な物は仕事の邪

魔になり、会社の利益を減らす」 

掃除を取り入れる事で若いリーダーが育ち、

やりがいのある会社になって人が集まる事にな

る。 

これから人材不足が進む中で企業の魅力と

は何かを考えていかなければならない、まず社

長が率先して、思い切って掃除を始めましょう。 

親睦委員会 大澤二三夫 委員長 

坂口年度、クリスマス例会前

の親睦ゴルフの参加者を募

っています。坂口会長の誕

生月で、格安でプレー出来

ます。参加宜しくお願い致し

ます。 

地区出向のブライダル委員会から、12月 3日

に浦和ロイヤルパインズホテル 21 階で友愛の

広場を開催致します。会員の皆様の身近に、参

加される方がいらっしゃれば申込書をお渡し致

します。 

青少年奉仕部門 間室照雄 部門長 

鴻巣市青少年健全育成「市民のつどい」 

について 

 

① 11 月 25 日（土）PM1:30～クレアこうのす

大ホールにて開催されます。鴻巣水曜ロ

ータリークラブへは 5 名の参加要請が来

ていますので参加できる方は私の方へ申

し出てください。 

② 青少年非行防止パトロールを市民によって

行っていますが、鴻巣水曜ロータリークラブ

は 12 月 8 日に割り当てられております。当

日は間室が参加の予定です。 
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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 317,118 円
本 日 の 合 計 22,000 円
次回繰越金合計 339,118 円  

 

 本日 修正 

 11月 15日 
11月

11/12日 
11月 1日 

 1219回 1218回 1217回 

 通常例会 移例例会 通常例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 22  22 

欠 席 数 11  11 

例会出席率 66.67% % 66.67% 

Ｍ Ｕ 数   2 

合計出席数 22  24 

出 席 率 66.67% 100.00% 72.73% 

個人スマイル 

  小林忠司会員…11 月 16 日（木）～1 月 18 日（土）街

バルが行われます。市内飲み歩きお願いし

ます。 

  寺西修身会員…地区大会のご参加ありがとうございま

した。 

スマイル 1  11月 22日（水）・12日（日）午後 0時より献

血例会があります。よろしくお願いします。 

津田健三会員・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・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・松

村豪一会員・朝見卓也会員・石井洙光会員 
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第 1218回例会    21017年 11月 22日 

献 血 例 会 

鴻巣市総合福祉センター 
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今後の予定 

 

 

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 

1月 10日

（水） 

第 1225回通常例会 

結婚・誕生祝い 

会員卓話：各会員から新年の

抱負 

広報・雑誌 

花チャリティ 

1月 17日

（水） 

第 1226回通常例会 

会員卓話 

1月 24日

（水） 

第 1227回通常例会 

会員卓話 

1月 31日

（水） 

第 1228回通常例会 

会員卓話 

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 


