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例会開始前の握手会 

司会進行 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

 木下純一 会員 
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結婚誕生祝い 

奥様誕生祝い   田中（宮内）志好江様 

結婚月祝い    松村豪一 会員 

乾杯 

会長挨拶 坂口正城 会長 

幹事報告 田邊 聖 幹事 

新会員入会式 

会員卓話 

新年の抱負 出席 全会員 

出席報告 成田志津子 委員長 

スマイル報告 井上脩士 副 SAA 
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結婚誕生祝い 

結婚月祝い 

松村豪一 会員 

 

呼吸器については電子顕微鏡などで微細構

造は明らかにしていますが、一般常識について

は家内からアドバイスを受けている現状です。 

結婚の秘訣は、家内の言うことに従っていく事

と思います。今後とも皆様よろしくお願い致しま

す。 

乾杯  山口光男 会員 

 

会長挨拶   坂口正城 会長 

皆さま明けましておめでとうご

ざいます。念頭にあたり会員皆

さま、ご家族のご健康、そして

事業の益々のご繁栄をお祈り

申し上げます。先ほど鴻神社

で新年のご祈祷もしていただき

ましたので、きっとご利益があると思います。今

日は新たに二人のメンバーを迎えることが出来

ました。二人とも昨年末にＪＣを卒業したばかりで

の入会です。後ほど自己紹介してもらえると思

いますが、とても素晴らしい人材だとおもいます

ので、どうか優しくご指導していただければと思

います。さて、7日の日曜に先輩たちと今年の初

打ちをしてきました。スコアはそれなりでしたが、

とても楽しくプレーすることができました。ゴルフ

はもちろんですが、残り半年全力でクラブ運営

をしてまいります。より一層のご協力をお願い申

し上げます。短いですが時間をこの後皆さまの

新年の抱負に譲りたいと思います。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 1月 9日（月）第 2回ふれあ

い鴻巣ウォーキング総務部

会が和風レストラときにて 18

時 30分より行われました。 

2. 1月 11日（木）第 2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。既に出席対象者には山口委

員長より案内が届いていると思います。対象

の方におかれましてはよろしくお願いたしま

す。 

3. 1 月 31 日（水）本日入会されました、中島さ

んと川邉さん、事務局の菅野さんの歓迎会を

18時 30分よりゆき寿司にて行います。 

4. 2 月 15 日（木）今年度のＩＭが開催されます。

坂口会長によるクラブの事業紹介も予定され

ています。 

5. 2月 28日（水）予定されていました原口市長

による卓話は、3月 7日（水）に変更になりまし

た。 

入会式 
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中島安啓 会員 

皆様こんにちは。今年より正

会員としてご承認いただきまし

た中島安啓と申します。職業

は川里で自動車の修理工場

を営んでおります。家族構成

は、妻と長男と長女の 4 人家

族です。分からないことだらけですので、ご指導

のほど、よろしくお願い致します。 

川邉城治 会員 

この度、坂口会長様よりお声

掛けを頂き、入会の申し込み

をさせて頂きました、川邉城

治と申します。鴻巣市の旧川

里地区で建設業を営まして頂

いております。 

一日も早く皆様のロータリー活動の御協力が

出来るよう鴻巣水曜ロータリークラブの事を勉強

していきたいと思います。 

皆様、ご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願い致し

ます。 

会員卓話 新年の抱負 

加藤 勉会員 

昨年痛めた腰が悪く今年も

津田さん、坂口会長、大澤さ

んとゴルフをやりましたが、まっ

たくダメでした。 

今年は何とか腰を直して、以

前のような 80台が出るように頑

張っていきたいと思います。 

寺澤銀三会員 

去年は大きなケガをしました。

今年は道を歩くときに注意をし

てケガをしない様にしたいと思

います。 

石井英男会員 

人生も会社もクラブも初心に

なって、新たな初心の気持ち

を持ってスタートをしていきた

いです。今日からなんでも今

からスタート❕ 

宮城 仁会員 

昨年株価が 23,000 円と申し

上げた所、ずばり 23,000 円 

当たりました。本年度 28,000

円、レート 115～118円 アメリ

カの繁栄と日本の豊かさが出

る。一方、ゴルフについてはこ

こ一番スイング移動が自分ながらクリアー 目標

78 

本年度頑張ります。 

小畑正勝会員 

みなさまあけましておめでとう

ございます、昨年肺癌手術で

大変ご心配お掛け致しました

小畑です、現在身体はだいぶ

快復しました、今年はより健康

に気をつけて過ごしたいと思います、どうぞ宜し

くお願申し上げます。 

間室照雄会員 

原点に戻って、花の栽培に取

り組みたい 

人生 90年元気で働きたいと願

っていますが、そのためにも健

康に留意して残された 20 年が

んばりたい。今年はその元気としたい。 

津田健三会員 

健康寿命を考え 3つを自分に

契りました。 

① 「食事」腹八分、飲み物は

熱燗一合だけ 

② 「運動」を大切に ウォーキ

ングを必ず 30 分間の早起

き、ウォーキングは万能薬と云われます。 
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③ 「睡眠」必ず 7～8 時間はとるように睡眠負

債にならないように 

今年は無理せず、自分を大切に丁寧にしなや

かに生きることを心がけて、 

蓮江郁夫会員 

① 身体を大切にすること 

② 病院が駅ビルにクリニッ

クを開き、職場のメンタ

ルヘルスを中心にやるこ

とになっています。その

件についてプログラムに

加えていただきありがとうございます。 

木下純一会員 

昨年は仕事、ロータリー、倫

理法人会、家庭の 4 つを全力

で取り組んでいくことを決めて

いましたが、家庭だけはいつも

二の次、三の次になっていた

ように感じました。今年は 4 つ

の中でも家庭（妻）のことを第一に考え、「いそが

しい」のことばを言わないように気を付けて 1 年

がんばりますのでよろしくお願い致します。 

小林忠司会員 

おめでとうございます。本年も

どうぞよろしくお願いします。昨

年前半は体調が少しおかしか

ったのですが、後半元気になっ

てきました。そこでお酒の量も

元に戻したいと覆っています。

また商工会の方は会員の減少のくい止めと創

業支援にしたいと思っています。今、市の方と

話しながら操業についての支援の条例を作って

もらえるよう、お願いしています。 

山口光男会員 

今年は、久しぶりに初詣ウオ

ークに参加し、大宮の氷川神

社まで歩きましたが、終盤膝

が痛くなり、やっとの思いまで

たどりつきました。健康は、歩

くことを主眼においていきたい

と思います。また、今年度は、ガバナー補佐の

役目があります。皆様のご支援ご協力よろしくお

願い申し上げます。 

松本安永会員 

一昨年前の 1 月に母が亡くな

り、昨年の一周忌と今年の三回

忌と、ここのところ毎年正月に帰

省しています。めったに合わな

い兄弟 4 人が揃うと別世界のよ

うに感じました。 

改めて鴻巣での足元を固めて行かなければと

思いました。 

朝見卓也会員 

・謙虚な気持ちで人と人と

の出会いを大切にしていき

ます。 

 

 

久保 学会員 

本年度 41 歳になり、後厄を

迎えます。健康に気を付けて

精進してまいります。 

青年会議所も卒業し、自由

な時間が出来ましたので RC

活動を勉強していきたいと思

います。 

宮坂良介会員 

今年も坂口会長を全力で

応援し、かわいい後輩 4人の

背中を押していきたいと思い

ます。 
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大澤二三夫会員 

2020 年東京オリンピックを境

に、建設業界は、下降線を辿

ると思います。今は、２年後に

向かって、会社の方向付けを、

考える時期です。ＡＩが何処ま

で浸透するか分かりませんが、

労働人口減少に向かって対応しないといけない

と思います。とまれ、顧客第一は変わらないと思

います。 

井上脩士会員 

今年か来年に、奄美大島・沖

縄が世界自然遺産に登録され

る予定です。そこで、夏のクリニ

ックの奄美大島・徳之島旅行を

計画しています。また、IM 実行

委員長、高校の同窓会幹事長、

関東神校会会長（徳之島井之川出身者の会）

などいろいろと忙しい年になりそうです。健康に

留意して頑張ります。 

成田志津子会員 

今年は多くの事務的な手続き

も含め皆様のお力と知恵をお借

りし、頑張っていく所存ですので

よろしくご協力お願いします。 

 

馬場知行会員 

来る 6 年後、寺の創建者で

ある渡辺綱の 1,000年忌を迎

えるにあたり、寺の入り口に

大きな看板を建てたいと思い

ます。 

 

寺西修身会員 

1. 継続は力なり和をもって

尊しとなす。会員みな様と

ともに頑張って会を楽しく

有意義に盛り上げたい、

是非ご協力願います。 

2. 球技スポーツで今年は

SAP草加にて「彩の国プロアマオープン」に

1月 20・21日で参加します。応援よろしくお

願いします。 

3. 健康でますますロータリー活動も地区副幹

事も頑張ります。 

 

津田一美 事務局員  菅野浩子 事務局員 

     

 

 

出席報告 成田志津子 委員長 

 

 

 

 

 本日 修正 

 1月 10日 12月 31日 12月 20日 

 1225回 1224回 1223回 

 通常例会 年越例会 通常例会 

会 員 数 35 33 33 

出 席 数 26  23 

欠 席 数 9  10 

例会出席率 74.28% % 69.70% 

Ｍ Ｕ 数    

合計出席数 26  23 

出 席 率 74.28% 100.00% 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 410,118 円
本 日 の 合 計 24,000 円
次回繰越金合計 434,118 円  

 

鴻神社 初詣 

 

 

今後の予定 

 

 

 

 

 

 

スマイル 1  新年あけましておめでとうございます。今年

も元気で、笑顔でロータリーライフを楽しみ

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・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・石井英男会員・

坂口正城会員・宮坂良介会員・田邊 聖会員・寺西修身

会員・成田志津子会員・細野潤一会員・木下純一会員・

松村豪一会員・朝見卓也会員・久保 学会員 

1月 17日

（水） 

第 1226回通常例会 

会員卓話：寺西修身会員 

1月 24日

（水） 

第 1227回通常例会 

外来卓話：鴻巣市立赤見台中

学校 校長 新井裕則様 

1月 31日

（水） 

第 1228回通常例会 

会員卓話：細野潤一会員 

2月 7日

（水） 

第 1229回通常例会 

結婚・誕生祝い 

会員卓話：蓮江郁夫会員 

広報・雑誌 

花チャリティ 

2月 14日

（水） 
振替休会 

2月 15日

（木） 

第 1230回移動例会 

第 5G IM 

2月 21日

（水） 

第 1231回通常例会 

会員卓話：木下純一会員 

2月 28日

（水） 

第 1228回通常例会 

外来卓話：鴻巣市長 原口和

久様 

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 


