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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

 久保 学 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 

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 

 久保 学 会員 

お客様紹介 坂口正城 会長 

お客様  済生会鴻巣病院 関口暁雄 様 

 西村由紀子 様 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い  馬場知行会員 蓮江郁夫会員 

石井英男会員 馬場知範会員 大澤二三夫会員 

細野潤一会員 

奥様誕生祝い  津田仁美様 成田康雄様 

寺澤トシ様 間室伸子様 

結婚月祝い  坂口正城会員 田邊 聖会員 

宮内たけし会員 

乾杯 宮城 仁 会員 

会長挨拶 坂口正城 会長 

幹事報告 田邊 聖 幹事 

新会員挨拶 星野光生 会員 

会員卓話 蓮江郁夫 会員 

委員会報告 

プログラム委員会 成田志津子 委員長 

青少年奉仕部門 間室照雄 部門長 

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 

 

 

 

RI第 2770地区        第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 

  

 「ロータリー：変化をもたらす」 

“ROTARY：MAKING A DIFFERENCE” 
 

第 1229回例会 2018年 2月 7日 

日 

日 



2 / 6 

 
 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い 

 

馬場知行 会員 

昨日、2月 6日で満６９歳になりました。いよい

よ来年は大台の７０歳です。これからも元気で頑

張ります。 

蓮江郁夫 会員 

１９４２年（昭和１７年）２月９日に生まれました。

７６歳になります。先日、運転免許の更新で、パ

スしたので安心しています。子どもが小さいので

まだまだ現役でいなければなりません、頑張りま

す。 

大澤二三夫 会員 

２月２２日で６２歳になります。お祝い有難うご

ざいます。 

細野潤一 会員 

私は昭和 23年 2月 26日生まれで今年 70歳

になります。70 歳という実感はありませんが年相

応の行動、生き方をしたいと思っております。今

日はありがとうございました。 

奥様誕生祝い 

 

津田健三 会員 

誕生祝いありがとうございました。 

女房は今年８１歳になります。そして結婚して

６０年、子ども達が祝ってくれるかどうか？ 

成田志津子 会員 

結婚祝いいただきましてありがとうございます。

先日、子ども達とお祝いの席を設けお祝いをし

てもらいました。日々健康に気を付け精進してま

いります。 

寺澤銀三 会員 

うちの母ちゃんを呼ぶときはおーい 

生年月日は知りません 

知っているのはトシという名前だけです。 

間室照雄 会員 

本日はお祝いいただきありがとうございます。

家内は２月２４日生まれです。本日は、冨廣美

術館へ行ったようです。 

結婚月祝い 

 

坂口正城 会員 

2 月 3 日の節分が結婚記念日です。今年が 33

回目の記念日になります。 

田邊 聖 会員 

16 日が 27 回目の結婚記念日になります。金

婚式まで 23 年になりました。本日お祝いしてい

ただきありがとうございました。 

宮内たけし 会員 

結婚記念日は２月２５日、来年で金婚式を迎え

ます！ 

今日はありがとうございました。 

乾杯  宮城 仁 会員 
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会長挨拶  坂口正城 会長 

皆さまこんにちは。昨年の親

睦旅行で行った北陸では三十

数年ぶりとなる大雪で、福井県

では平年の 6 倍もの雪が降っ

たと報道されています。1500代

以上の車が立ち往生している

とのニュースを見るにつけ、鴻巣近辺の平穏さ

には感謝するばかりです。また、今週は株式市

場に大きな衝撃が走りました。アメリカの雇用統

計の発表を機に長期金が上昇、これに伴いダウ

平均が株価は二日間で 1600 ドル以上の急落と

なりました。東京市場でもショックが走り、やはり

二日間で 1600円以上の大幅安となりました。悪

い影響が出なければと思いますが、宮城会員が

年頭に年末の日経平均株価を 28000 円と予想

していたのを思い出して、少しホットしました。さ

て今日は四字熟語の事をお話しいたします。四

字熟語とは、四文字の漢字で構成されている熟

語の事です。ではなぜ四文字なのかというと、も

ととなった中国語の語句が基本的に四文字だっ

たからだそうです。これを中国では「成語」と呼

ぶそうです。訓示や講和で役立ちそうな熟語を

ご紹介いたします。「図
と

南鵬
なんほう

翌
よく

」・・大事業を計

画したり、海外への進出を企てることの意で、

「今日入社された諸君には、図南鵬翌の気持ち

をもっておおいに活躍していただきたい」などと

使うそうです。「握髪吐哺
あ く は つ と ほ

」・・周囲の人の意見を

求めたり、人材を得ることに熱心なことの意味で、

「あの社長はいつも人からの助言を得ようと努め

おり、実に謙虚でその態度は握髪吐哺だ」。な

んて一度は言われてみたいと思っています。こ

れ以上言うとぼろが出そうなので今日はこれくら

いにしておきたいと思います。今日も最後までよ

ろしくお願いたします。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 本日より青木会員の後任の星野会員がお見

えになっています。後で自己紹介していた

だきます。 

2. 今週 9日の金曜日に第 8回

目の会長・幹事会が桶川

の松美家で開催されます。 

3. 来週は 15日 IM桶川市民ホ

ール開催されます。移動例

会になりますので、14 日は

振替休会となります。17 名の方が出席予定

です。 

新会員の挨拶 星野光生 会員 

群馬銀行の 2 月 1 日付移

動に伴って、鴻巣支店に赴

任いたしました。これからご

迷惑をお掛けすることも多い

かと思いますがよろしくお願

いします。 

会員卓話 

蓮江郁夫 会員 

この程、済生会鴻巣病院が

エルミにクリニックを新しく開くこ

とになりました。ただ患者さんを

待って診察をするだけではなく

ていろいろな事を積極的に行

おうということで、その一つとし

てメンタルヘルスを手掛ける事になりました。今

日は担当する二人が来ておりますのでその説

明をさせて頂きます。 

埼玉県済生会鴻巣病院  

支援部部長 関口暁雄 様 

埼玉県済生会鴻巣病院  

臨床心理士 西村由紀子 様 

 

近年、自殺者が 3 万人近くとなり、精神的不

調者が増えてきており、精神的不調者の多くは
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働く世代の方で、働く世代の方の心のケアが大

きなテーマとなっています。働く方々が精神的

不調をきたすと、仕事への注意力が低下し事故

を起こしたり、うつ病で休職したりと、会社の損

失は大きいものになります。50 人以上の従業員

の会社では平成 27 年からストレスチェックが義

務化になるなど、働く方々へのメンタルの問題

に目を向け始めました。50 人以下の従業員の

会社は義務化ではありませんが、従業員へのメ

ンタルケアは安全配慮義務の一つと考えられる

ようになっています。そこで、済生会鴻巣病院で

は、働く方々やその家族の方々のこころのサポ

ートを行う必要があると考え、EAP（従業員支援

プログラム）を始めることとしました。その内容は、

契約した会社様の従業員と管理職の職場での

対人関係、仕事や将来への不安、眠れないな

どの睡眠障害の悩み、アルコール問題、家族の

心配、自分の性格や生き方についての悩みな

ど、働いている方々とそのご家族のご相談を受

け、メンタル不調者の復職支援も行うものです。

皆さんが精神的にも安心して働いていけるよう

にご支援したいと考えております。 

委員会報告 

ふれあい鴻巣ウォーキング委員会 

 井上脩士 財務委員長 

2月 21日例会時に、25

回ウォーキングの協賛金

の前年実績・チラシ・領収

書など一式をお渡ししま

す。間違いがないか内容

の確認をお願いします。今年は、25回の記念大

会ですので協賛金を 300口集めたいと思います

ので協力よろしくお願いします。 

ガバナー補佐エレクト 山口光男 会員 

昨日、第一回のガバナー補

佐会議がありました。次年度

ガバナーは大宮ロータリーク

ラブの中川さんで大宮から 40

年ぶりのガバナーとなります。 

次年度の日程が決まりまし

たのでお知らせいたします。 

鴻巣水曜ロータリークラブの公式訪問が 9 月

12 日（水）に決まりました。地区研修協議会が 4

月 13 日（金）、地区大会が 11 月 10 日・11 日

（土・日）。また第 5グループの IMが 2月 27日

（水）でホストクラブになりますので、皆様のご協

力をよろしくお願いいたします。 

 

出席報告 成田志津子 委員長 

 

 

 本日 修正 

 2月 7日 1月 31日 1月 24日 

 1229回 1228回 1227回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 35 35 35 

出 席 数 26 19 22 

欠 席 数 9 16 13 

例会出席率 74.29% 54.29% 62.86% 

Ｍ Ｕ 数 0 1 1 

合計出席数 26 20 23 

出 席 率 74.29% 57.14% 65.71% 

赤文字は修正 
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スマイル報告  井上脩士 副 SAA 

 

 

前回までの合計 506,118 円

本 日 の 合 計 28,000 円

次回繰越金合計 534,118 円  

 

本日の花チャリティー 

サニベルグリーンハウス 間室照雄 

本日の花はランの

仲間のエピデンドロ

です。咲初めから花

が終わるまで２か月

以上にわたって小

さな花が次々と咲い

てくれます。どちら

かと云うとカトレアに

近い洋ランです。冬は窓辺の室内に、５月中旬

から１０月中旬までは建物の東側で午後から日

陰になるような所に置くと良いいでしょう。肥料と

水は少なめに管理します。 

 

 

 

 

 

個人スマイル 

蓮江郁夫 会員・・・今日はメンタルヘルスの話をさせて

頂きありがとうございます。 

スマイル 1  2月 15日（木）I.M.(桶川）です。参加よろしく

お願いします。 

津田健三会員・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・加藤文男会員・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・木下純一会員・宮内た

けし会員・松村豪一会員・久保 学会員・中島安啓会員 

スマイル 2  蓮江会員 卓話よろしくお願いします。 

小林忠司会員・加藤文男会員・寺西修身会員・細野潤

一会員・木下純一会員 

第 1230回 移動例会 

第 5G IM 
会場：桶川市民ホール 

2018年 2月 15日（木） 
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今後の予定 

 

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 

会員卓話：間室照雄会員 

3月 7日

（水） 

第 1233回通常例会 

結婚・誕生祝い 

外来卓話： 

鴻巣市長 原口和久様 

広報・雑誌 

花チャリティ 

3月 14日

（水） 

第 1234回移動例会の 

振替休会 

3月 21日

（水） 
法定休会（春分の日） 

3月 23日

（金） 

第 1234回移動例会 

4RC合同例会 

鴻巣 RC主管 

3月 28日

（水） 

第 1235回移動例会 

献血例会 

鴻巣市総合福祉センター 

 

 

 

 

 

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  星野光生 


