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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 我らの生業 

 

四つのテスト唱和 加藤文男 会員 

 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い 

 柿沼洋一会員 

 

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 我らの生業 

ロータリーの目的及び四つのテスト唱和 

 加藤文男 会員 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い  柿沼洋一会員 松村豪一会員 

奥様誕生祝い  加藤はつ子様 馬場好江様 

宮坂晴子様 川邉優子様 

ご結婚月祝い  小林忠司会員 山口光男会員 

松本安永会員 山川泰利会員 柿沼洋一会員 

佐々木倉造会員 

乾杯  井上脩士 会員 

会長挨拶 坂口正城 会長 

幹事報告 田邊 聖 幹事 

外来卓話 

地区職業奉仕委員会 委員長  杉村幹夫 様 

委員会報告 

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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 松村豪一会員 

 

奥様誕生祝い 

加藤はつ子様 

 

馬場好江様 

 

川邉優子様 

 

ご結婚月祝い 

  小林忠司会員 

 

松本安永会員 

 

柿沼洋一会員 

 

乾杯 井上脩士 会員 
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会長挨拶  坂口正城 会長 

皆さまこんにちは。本日は地

区職業奉仕委員会委員長の

杉村幹夫様をお迎えしての例

会です。遠路八潮市からお越

しということです。誠にありがと

うございます。当クラブには入

会 2 年未満の会員 5 名おります。職業奉仕に

ついて学ぶ良い機会だと思いますのでよろしく

お願いたします。今年は例年に比べて春の訪

れが早く、桜の花も既に散ってしまい葉桜とな

ってしまいました。鴻巣市は8日に桜まつりを予

定しておりますが、なんとなく気のぬけた桜まつ

りとなりそうで、関係者の方々も大変に心配して

おられました。さて、4 月は新年度の始まりで、

進級、進学、新社会人誕生の時期でもあります。

私もやる気に満ち溢れ社会に出たことを思い

出します。あれから 37年、今では当時の気概も

忘れ、細々と生活をしております。一方、今年

は多方面で暮らしに影響を与えそうな制度や

サービス変わりました。医療・介護の分野では、

診察代・入院代などの 0.55%の値上げや入院

時の食事代の値上げがありました。私の家内も

現在入院中ですので他人ごとではありません。

食品の分野では大手ビール 3 社による大瓶の

約 1 割の値上げが行われました。ビール党の

私にとっては深刻な問題です。そのほか「おか

め納豆」や牛丼の松屋の値上げなど懐に厳し

い春となりそうです。原材料の高騰、物流コスト

の上昇など原因はいろいろあるのでしょうが、

物価上昇以上に賃金が上げっていれば問題な

いのでしょうから、政府には一層の景気対策を

期待したいと思います。最後に 6月 13日の第 2

例会において親睦員会、研修情報委員会合同

の担当で移動例会の企画をお願いたしました。

詳細が決まりましたら改めてご案内いたします

ので、ご期待ください。 

 

 

 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 3 月 28 日の献血例会で

は 46人の方にご協力をい

ただくことが出来ました。 

2. 同日パレスホテル大宮に

おいて上尾西ＲＣの創立

45 周年記念式典が開催さ

れました。坂口会長、津田パストガバナー、

地区出向役員の大澤会員、井上会員とわた

くしが出席いたしました。 

3. 4月 10日（火）次年度の第 2回会長・幹事

会が東武バンケット上尾で開催されます。 

4. 来週 11 日はふれあい鴻巣ウォーキングの

振替休会です。 

5. 4月 12日（木）第 5Ｇの懇親ゴルフコンペが

開催されます。参加者には組み合わせ表を

お配りいたしました。よろしくお願いたしま

す。 

6. 4月 16日は第 9回会長・幹事会が桶川の

三朝で開催されます。会長とわたくしが出席

いたします。 

卓外来話 

地区職業奉仕委員長（次年度部門委員長） 

杉村幹夫（八潮 RC～）様 

職業奉仕理念の誕生と発展について 

皆様、こんにちは、昨年 2

月 8 日にお邪魔して以来二

度目の訪問になります、八

潮 RC、から出向しました、

次年度職業奉仕部門委員

長の杉村です。日頃、地区

の運営に多大なご協力頂き改めて感謝申し上

げます。 

私の職業は、総合建設業です。現地区副幹

事、又次年度会長の、寺西さんの強い要望で、

是非又、卓話をと言う事で再度お邪魔させて頂

き、大変光栄に思います。 

私も今年に入って、越谷東、川口、三郷ウエ
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ンズデー、春日部南、八潮みらい、浦和ダイヤ

モンド、本日の鴻巣水曜さんで 7 クラブ目、最

後となります。因みに、昨年も 7 クラブ達成しま

した。職業奉仕の大先輩の寺澤さんにも良く励

まされ、頑張って居ります。又、地区では、以前

から津田PGが尽力されました、ブライダル委員

会が好評の様で良かったです。 

又話しは、変わりますが、ふれあい鴻巣ウォ

ーキングが有るらしいですが、私も極力体には

気を付けて運動やって居りますが、無理しない

ウォーキングが良いですね。因みに週 2、3 回

草加記念体育館にストレッチ筋力体操等、49

才から通い始めて 16年 930回、2時間 300円

ですから、約27万円。健康がお金で買えるなら

安いものですね、ラジオ体操も 14年皆勤賞。 

本日は短い時間ですが職業奉仕について

自ら作成しましたプレゼンで、解り易く、説明し

たいと思いますので宜しくお願い致します。 

 

これからの職業奉仕活動について 

クラブの活性化を考えた時、その基本的な

活動がどうあるべきかを見通さなければなりま

せん。ロータリアンがそれぞれの職業上の関係

を通して、奉仕の理念を分かちあえる為の環境

をつくることが求められており、また奉仕の実現

にむけてさまざまな場面での育成や支援が必

要とされます。職業奉仕はロータリーの核心で

あります。そして職業奉仕は四つのテストの中

に全てがあると云われています。四つのテストこ

そが職業を通して、社会に奉仕する基本的理

念があり、お互いにロータリアンとして友情と信

頼を深め、公平で公正であることを基本に、友

情を一層深めて連携して、地域社会に貢献す

ることが真の職業奉仕であると思います。 

具体的な活動として、地域社会に於いて支

援を必要としている分野に、積極的な支援活

動を行い、意義ある活動をしていきたいと思い

ます。 

実践例１： 高校生への就

職懇談会、又就職活動への

模擬面接 等。 

八潮クラブは一昨日八潮南

高校生（就職が決まった生徒

90名居ますが）23名にたいし、

校長、進路指導、主事、就職を前に不安を取り

除く為に魔法の言葉をプレゼンしました。 

八潮高校は 6月会員 6名で、1人 20名の生

徒をリアルな、模擬面接をしっかり、アドバイス

しました まさに外への奉仕です。 

貴クラブに出向いて⇒素晴らしい纏まったク

ラブで、ホットした雰囲気で卓話出来感謝です、

今後貴クラブのご発展、各会員のご健勝、クラ

ブの充実を祈念申し上げ紙面をお借りし御礼

の言葉替えさせて頂きます、有り難う御座いま

した、感謝＠＠ 
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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 633,118 円

本 日 の 合 計 26,000 円

次回繰越金合計 659,118 円  

 

 

 本日 修正 

 4月 4日 3月 28日 3月 23日 

 1236回 1235回 1234回 

 通常例会 移動例会 移動例会 

会 員 数 35 35 35 

出 席 数 26   

欠 席 数 9   

例会出席率 80.00%   

Ｍ Ｕ 数 0   

合計出席数 30   

出 席 率 85.71% 100.00% 100.0% 

赤文字は修正 

スマイル 1  地区職業奉仕委員会委員長 杉村幹夫

様、卓話よろしくお願いします。 

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・蓮江郁夫会員・加藤文男会員・井

上脩士会員・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・木下純一会

員・松村豪一会員・朝見卓也会員・久保 学会員・川

邉城治会員・中島安啓会員・星野光生会員 
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今後の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 25日

（水） 

第 1238回通常例会 

クラブフォーラム 

次年度会長方針 

4月 28日

（水） 

第 1239回移動例会 

第 25回 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

主会場：鴻巣市陸上競技場 

5月 2日

（水） 
休会 

5月 9日

（水） 

第 1240回通常例会 

結婚・誕生祝い 

会員卓話：新会員挨拶 

クラブ研修・広報雑誌 

花チャリティ 

5月 16日

（水） 

第 1241回通常例会 

会員卓話：松村豪一会員 

5月 23日

（水） 

第 1242回通常例会 

クラブフォーラム：次年度各委

員会活動方針・活動計画発表 

5月 30日

（水） 

第 1243回通常例会 

クラブフォーラム：次年度各委

員会活動方針・活動計画発表 

6月 6日

（水） 

第 1244回通常例会 

結婚・誕生祝い 

次年度各委員会活動方針・活

動発表 

クラブ研修・広・雑誌 

花チャリティ 

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 


