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終例会です。多くの会員・家族の参加をお願い

します。 

 

RLIパートⅢ修了書授与 加藤文男 会員 

幹事報告         大澤二三夫 幹事 

6 月 15 日午後 6 時

30分から、第 18回ふれ

あい鴻巣ウォーキング

反省会がフラワーセン

ターで会員 17 名の出

席で開催されました。 

クラブフォーラム  

次年度会長 加藤文男 会員 

皆さんこんにちは、

次年度の会長方針を

発表します。皆様のお

手元にある会長方針

に基づいて、クラブ運

営を行っていく考えで

ありますので宜しくお願いします。 

会 長 方 針 

本年度、全ての会員のロータリー活動の積み

重ねの基、わが鴻巣水曜ロータリークラブは、

創立 20周年を迎えます。 

RI 会長、カルヤン・バネルジー氏は「こころの

中を見つめよう 博愛を広げるために」を掲げら

れ、強い家族を築き、得意とするものを継続し、

変化・ロータリーを通じて世界を変える。 

これこそがロータリーで行っている奉仕であると

提唱されています。 

三國 明ガバナーは「ロータリーに新風を！」

を地区テーマとし、地域、世界を良くするために、

自分たちが変わる。今こそがその時です。と謳

っています。 

 この一年間、よき２０周年を迎え、それ以上の

次年度になるよう、ロータリーを基とする 

継続と変化のあるロータリー活動を行うための

テーマとして、 

「Ｔｈｅ Ｈａｐｐｙ 水曜日  ロータリーに誇り

を！」と致します。 

会員の皆様方とご家族のご協力を頂けますよう、

宜しくお願い申し上げます。 

11－12年度テーマ 

   「Ｔｈｅ Ｈａｐｐｙ 水曜日 

           ロータリーに誇りを！」 

 基本の姿勢と

して会員すべて

が、活動の情報

を共有してその

経過を認識でき

るようにする。 

 １、CLP「クラブ

リーダーシッププラン」が導入されて数年たちま

すが、より一層の普及をはかるため、各部門長

の働きを重視する。 

 ２、情報の共有化のための便利な道具として

のＩＴをより一層すすめる。 

   「希望があれば、マンツーマンで共同作業

をする。」 

 今年度の目標 

１． 例会の充実をはかるため、月初めの祝い

品も充実を吟味する。 

２． 月の最後の例会を移動例会として、会員、

家族と供に雑談形式で親睦をはかる。 

そのなかから、中、長期計画のヒントを見

つける。 

３． 植樹プロジェクトの3ヵ年最終年度を完結

する。 

４． 鴻巣ふれあいウォーキングの社会奉仕活

動と供に効率的な運営をする。 

５． ライラへ派遣生を１．２人する。 
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６． 一層の CLP 充実のため、RLI「ロータリー

リーダーシップ研修会」に派遣する。 

７． クラブ活性化のため、職業分類を再構築

し増強、広報に関する外部卓話をお願い

する。 

８． 交換留学生の受け入れ、派遣を行い、生

徒及び国際間の交流をはかる。 

９． 倫理、健康をテーマにした、内部卓話を

行い、親睦と連携して職場訪問をする。 

１０．電力事情を考慮して、ピーク電力 15％カ

ットに協力する。 

１１.この一年間の活動を２０周年事業に反映

する。 

 

次年度幹事 石井英男 会員 

皆さん、こんにちは。

次年度会長 加藤年

度の幹事を務めさせ

ていただきます。私

は足掛け 8 年、水曜

ロータリーで楽しい

思い出を作らせても

らったので今度は、幹事として恩返しをしていく

つもりでおります。諸先輩方のご指導・ご鞭撻を

よろしくお願い致します。幹事として 1 年間、皆

さまどうぞよろしくお願いします。 

出席報告     仁見 惠美子 出席委員 

 

 本日 修正 

 6 月 22 日 6 月 15 日 6 月 8 日 

 915 回 914 回 913 回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 17 19 18 

欠 席 数 16 14 15 

例会出席率 51.58% 54.55% 54.55% 

Ｍ Ｕ 数 3 2 2 

合計出席数 20 21 20 

出 席 率 60.60％ 63.64％ 60.61％ 

スマイル報告        石井 英男 会員 

 

個人スマイル  

宮城 仁会員・・・本日は当店寿司をご利用くださり、誠

にありがとうございます。尚、例会最後の為

「ぶどう」を皆様にサービス致します。 

商売はサービスと笑顔‼ 
井田喜代志会員・・・井上年度も最終例会を来週に迎え

るのみとなりました。1 年間ありがとうございま

した。 

スマイル 1 本年度最後のホーム例会です。よろしくお願

いします。 

井上脩士会員 

スマイル 2 本年井上年度最後のホーム例会です。楽し

い例会をしましょう。次回最終例会、親睦ゴ

ルフを楽しみましょう。 

紀陸一夫会員・津田健三会員・竹内廣会員・小畑正勝

会員・加藤勉会員・馬場知行会員・間室照雄会員・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・仁見惠美子会員・小林玲子会員 

前回までの合計 684,625 円

本 日 の 合 計 16,000 円

次回繰越金合計 700,625 円  
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第 18 回 「ふれあい鴻巣ウォーキング」

反省・提案等 自由意見  議事録 

 
下記のとおりご報告申し上げます。 

1. 日 時 平成 23年 6月 15日（水） 

18時 30分～21時 
2. 場 所 鴻巣フラワーセンター内 

3. 出 席 者 鴻巣水曜ロータリークラブ 
鴻巣市レクリエーション協会 

4. 議 題 「ふれあい鴻巣ウォーキング」実
行しての問題点・意見・提案等 

5. 配布資料 第 18回「ふれあい鴻巣ウォーキ
ング」反省会議次第 

6. 議事内容 

■宮城 会員 
○協賛金 
20年近く、1口 5,000円、多い時は 10,000円も
らっております。今年度は 101 万円頂いていま
す。もらいづらい部分もあり、会員の中でも自分
でお金を出しているような方もずいぶんいるの
を見る。理想は協賛金がない方がいいが…、20
年ずっと 5,000 円払っていた方々に対しても、
尐し下げることで気持ちを捧げるだけでも良い
のでは。記念品、会場設営費、昼食代等尐し詰
めるだけでも。2口、3口している方もおられます。
平均的に 1口 3,000円位への提案をさせて頂
きたい。 

■馬場 会員 
○駐車場 
たまたま花祭りの第1回とかちあった関係上、花
祭りの駐車場係の誘導と、歩け歩けの駐車場
係の誘導の調整・タイアップが、また合同でやる
なら必要ではないか。体育館駐車場はいっぱ
いだと言うデマが流れた。駐車場の整理整頓も、
もっと必要だと感じた。 

■井田 会員 
○ボランティアに今年初めて参加させて頂いた。
ボランティア 169名、車いすの方、児童の集まり
もありまして本当に松村さん、大変なお仕事だと
感じました。 
○駐車場 
馬場さんの意見同様、花祭りと合同でやるので
あれば打合せが必要だと思います。 

■津田 会員 
○参加者の数できたら最低 1,500 名位の参加
者への工夫。特に企業への呼びかけをお願い
して歩いていくと良いのではないか。最初の頃

3,000 名。企業としては一つの行事として取り上
げる場合もある。 
○Ｂコース 11kmの距離 
歩き慣れた方から13kmでは、と再三言われた。
実際コースを選定して計ったのか確認したい。 
○ゴールへの対応 
ゴール者への迎え方、歩いて良かったと喜んで
もらえる対応をしっかり。子供達がフラフラして
いい加減な事をしている所もありました。疲れて
ゴールした方には、「お疲れ様です」「ご苦労様
です」と言葉で癒される面もあると思うのでそれ
を大事にしたい。 
○宮城さんの意見：協賛金 
予算を精査して本当に間に合うか、出る金を精
査して。この問題、軽く見ない方がいいと思いま
す。 

■間室 会員 
○写真班 
20km コース、とても歩くのが早くて追いつけな
かった。ずいぶん近回りをしている方を見掛け
ました。楽しみで競技ではないのだが…。アイリ
スの所でも、20km→10km コースへの変更者が
ずいぶんいた。 
○宮城さんの意見：協賛金 
協賛金を集めなくてもできるウォーキングに将
来的にしていくべきだと思う。気持ち良く出して
くれる方もいる。協賛金は今まで通りで良いと思
うが、無理して集めない。支出を精査して、節約
できる物は節約して、経費のかからないウォー
キングにしていくことが求められているのではな
いかと思う。 

■小林 会員 
○初めての総務を担当しました。前日、袋詰め
を長時間皆さんでやって頂き、どうもありがとうご
ざいました。 
○ゴールの迎え方 
ゴールに帰った時に拍手する人数が尐ないの
で、考えていきたい。 
○総務から気づいたこと 
来賓の方に付ける花がもっとあればよいと思い
ます。 

■松本 会員 
○駐車場係 
体育館の方が一番混乱したのかなと感じた。市
の方に伝えられれば良いのかと思いますが、体
育館の駐車場のラインが、かなり消えていた。
（次年度、花祭り実行委員会に出して～）2 列の
所が 3 列となった所ができ、真ん中の車は帰り 
出られなかったのではないか。 
最後は体育館の駐車場を走りまわって、空いて
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いる所に誘導するということをやっていた。 
広い駐車場の場合には、入り口だけの誘導で
はなく駐車場の中でも、誘導係が必要だったの
はないか。 
○津田さんの意見：企業訪問 
商工会青年部の方、キャラバン。協賛のお願い
と参加のお願いということで足を運んだが、キャ
ラバン的なＰＲ活動が、全体的になかったという
のを感じた。看板を作るとかではなくて、何かの
グループの所に実際に出向いて、参加者・協
賛をお願いするようなＰＲ活動が必要では。と感
じました。 

■渡辺様 レク協 
○コース 
全体とすれば、このコースは昨年とほぼ同じ、
良いコースなのかなと思っていますが、各コー
スの係員さんが当日、どういう動きをしていいの
か、準備としていつ頃何をどうすれいいのか全
体的に掴めなかった、という反省があり…できれ
ば来年は、各個人の行動計画・行動表と言いま
すか各係員の分担表が欲しい。各係の行動表
を作れれば良い、と言うのがありました。 
○地図 
地図が一部の方に見づらいのではないか、とい
う話がありました。スキャナーで読んだものがキ
チンと出ないというのが反省。ただ見る限りハッ
キリ見えるので、PC 技術よりもプリンターの関
係？！ 

■田上様 
○C コース担当 
配布資料： 1p 3.今後に向けて 2)不具合な事
項 
①～⑥ 特に ②ゴールまで何キロかの表示が
必要かと思う。立番の人に聞いてもキチンとした
答えが返ってこなかった。③開会式の時間と体
操の時間まで、時間の余裕持ったらどうか。 
⑤花まつり 花祭の駐車場、バスの時刻等でお
叱りを受けた。 
○5/14大会 ポピーが咲いていなかった。
開花に合わせた方が良かったのではないか。 

■伊藤様 レク協 
○Ｂコース担当 
「配布資料： 1p 3.今後に向けて」 この内容で
反省をしまして、次回に向けて話し合い致しま
した。良かったと思うことは受付 ABC 一括して
実施し円滑にさばけスムーズにスタートできた。 
○開花時期 
1週間後、5/27土曜ハイキング Bコースを逆に
歩いたが、ポピーも満開だった。 
○双葉町 
加須の騎西高校 双葉町の方に参加を呼び掛

けたが、参加して貰えず残念だった。飯能の方
が参加してくれた。 

■市川様（体調不良で入院） レク協 
○Ａコース担当 
フラワーセンターの窪みがあって、お一人転ん
だ方があり、来年からはコースなど前日までにし
っかりチェックして、危険を取り除きたい。 

■寺澤 会員 
○うどん（材料費全部ご奉仕させて頂きました。） 
支出部分に関しての質問 

■松村様 ボランティア 
○ボランティア担当 
今回中学生 109 名。数は限らないで 3 校から、
鴻中、北中、单中合わせて 109名。 
ゴールの拍手する所、何度言ってもテラテラ遊
んでいる子。お茶のサービスの所でも、何度言
ってもそっくり返って自分で飲んでいる子もいる。
なかなか扱いが難しいなと思ったけれども、や
っぱり余った人数かな…と感じたので、来年は
何人くらい、お願いします。という方向でやって
みたいと思ってます。すごく尐なかったら何度も
お願いにいけば、いいかなと思ってます。 
まず市内 8校に手紙は出していますので、返事
があった所に伺って細かく説明して募集して頂
こうと思ってます。 
大人の方は奉仕団を入れて 60 名。車いす等も、
勉強会が雤だったので部屋の中で１日やった
が、扱いが上手じゃなかったと他のボランティア
から聞いた。キチンとした勉強会をやらなくては
いけないと反省。 
○花まつり 
来年、花まつりとのぜひ調整をしてほしい。お花
貰えるんですか？と花まつりに参加された方か
ら何度も聞かれて「歩いた方だけです」と、何度
も答えた。 

■佐藤事務局 
○事務局 
・ウォーキングのチラシ 受付に「スポーツ課」記
載を来年度入れてください。 
・チラシ・ポスター残数、だいぶ余ってしまった。
ポスター100 部位、チラシ 700、800 位余ったの
ではないか。せっかくお金をかけて作っている
ので、枚数を確認して発注をして頂けたらと思
います。 
・スポーツ課で最初に３万円お預かりして、お
茶・通知文書の切手代・当日の陸上競技場の
お金を支払しているが、今回足りなかったので
最初から 5 万円、頂ければ充分間に合うかと思
いますので来年度以降お願いします。 
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■田辺 会員 
○レクレーション協会 
配布資料 ： 1p 3.今後に向けて 3)課題 
①花まつりとの連携について。第１回花まつりの
実行委員会の中に入れて貰えなかった。来年
から連携を組んでやれば双方にメリットがあると
思う。心配した通り、駐車場の話など出たので、
そうだなと思ってます。 
③参加者を増やすために、津田さんからは企
業の訪問が出ましたが、レクレーション協会も会
員数 1,700 名いるんです。これらの半分でも極
端に言えば、出せば相当な参加になる。尐なく
とも、あと 2年後には 2,000名を超えた大会に出
来ればと個人的には思っているので、レクレー
ション協会の中の各連盟で、もっと身内の参加
者も増やせればいいなと思っています。 
○開催時期 
５月には他イベントもある。ポピーの花がもっと
早く咲くように、来年はポピーの種を蒔いて～、
そういう手も必要なんじゃないかと考えている。 
○今日出された意見 
次回の代表者会議にまとめて、今日の意見が
次年度に反映できるイベントになるようにやって
頂ければと思っています。 

■他 
○受付 
混乱したので、今年はボランティアの方に任し
ました。何も私達はしないですごく楽でした。C
の受付が終わると、もう B になるが、そのまま同
じ人がやっている。すごく楽をさせて貰いました。
来年から、慣れてくればやります。よろしくお願
いします。 

■深沢 様 
○旗揚げ 
旗揚げしてると、結構違反をする人がいるので、
止めるとサーと行く。ビックリしました。だけどお
かげ様で事故もなく、ありがとうございました。 

■倉林 様 
○矢貼り 
前日から矢印を貼った。来年からは変えて貰い
たいのですが、12 時から貼ったら間に合わない。 
前には、12 時から貼ったら 7 時頃になっちゃっ
た。今は 9 時から貼ってる。ところが、看板が昼
にならないと出てこない。そこを工夫して貰いた
い。9時から貼って 3時位に終わった。 
今年は 70枚を予定したんですが、100枚くらい。
～白雲荘の手前の所で、越谷ロータリーの人が
真っすぐ入ってしまった。見える筈だが見えな
い。 
矢印が小さい、今までA4なんです。小さいので
来年から B４か A3 にしないといけないなと感じ

た。C コースだと 200 枚くらい貼らないといけな
い。矢印はキチッと貼る高さとか、調整した方が
良いかな、と。BC コースで別々の人が見るんで
はなく、同じ人が、全体を見るようにした方がい
いんではないかと思います。 

■ 
○C コース長年担当 
C コースを長年裏方をやっていまして、役割分
担等は私が決めていますが、今年はうまくいっ
たと思う。最近はどうも、ウォーカーの方が道を
知っているために近道をしている。小谷野米穀
の所を本来は真っすぐなのが、近道している。
花まつりとも調整してやらないと、同じことが起き
るかなと思います。 
ロータリーの方にいつも応援して頂いて、当日
来てピシッとやって頂いたことが、長年 18 回や
ってきたという事の強みかなと。この場所をやっ
て下さいと言ったら、キチッと中学生も教育して
やって頂けるという事で安心しています。また、
来年もよろしくお願いします。 

■松本 様 
歩け歩けとジョギングというのは、多尐違う。歩
け歩けの方はチョット苦手。我々のジョギング連
盟は 20 代～70 代、70 は私。ジョギング連盟は
20km を集めていますが、その日はどこどこの大
会に行っていると言って、限られた人しか来ら
れないんです。杉山さん、これから歩け歩け田
島会長を盛り上げてやっていきましょうね。 

■石井 総務部会長 
○AB コースの区切り、看板 
「受付を終わって、競技場の中に入るとどちらか
分からなくなった。」と言う声を聞きました。看板
が正面には向かっているが、中に入ると分から
ない。両面から見て分かると、なお良いと思いま
す。 
意見、メッセージ等を書いて頂くボックスを用意
してはいかがでしょうか。 

全員がスピーチできたと言う事で、ありがとう
ございました。 

今後の活動予定 

 

6月29日 

（水） 

第 917回 移動例会 

最終例会 とき大宴会場 6時点鐘 

クラブ会報委員会 

委員長  石井英男      副委員長  小林玲子 

委  員 井田喜代志 柿沼洋一 小林功 松本安永 


