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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 

 

ロータリーの目的及び四つのテスト唱和

 間室照雄 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 

 間室照雄 会員 

結婚誕生祝い 

 会員誕生祝い  加藤文男会員 宮内たけし会員 

 宮城 仁会員 津田健三会員 

 奥様誕生祝い  山川亜子様 井上洋子様 

 石井律子様 

 結婚月祝い  津田健三会員 馬場知行会員 

 井上脩士会員 久保 学会員 川邉城治会員 

 乾杯 小林忠司 会員 

会長挨拶 坂口正城 会長 

幹事報告 田邊 聖 幹事 

委員会報告 

2018-2019親睦旅行について 寺西修身 会長エレクト 

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 1240回例会 2018年 5月 9日 

日 

日 
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結婚誕生祝い 

会員誕生祝い 

加藤文男 会員 

 

今年、5月 1日で 63歳になりました。 

人生これからだと思っています。ありがとうご

ざいました。 

宮内たけし 会員 

 

今月 12日で 77歳の喜寿になります。益々充

実した人生が送れるよう努力します。 

ビートきよし師匠の「天を駈ける」で今年の「こ

うのす花火大会」で合同花火を打ち上げます。

ご協力の程よろしくお願いします。 

宮城 仁 会員 

 

5 月 20 日で満 75 歳です。月日の流れは早

いもの。「幾月人を待たず」年をとると健康のこ

とばかり、人間は消化する所と栄養を取る所、

すなわち胃と腸が元気な事です。それには毎

月自分をチェック、朝に一杯野菜ジュース、夜

には赤ワイン 2杯、自分をコントロール。悪けれ

ばすぐ医者、確認が第一。この様な事を毎日

続ければ人間は健康です。会員の皆様、是非

実行して下さい･･･ 

津田健三 会員 

 

5月 25日は私の誕生日、84歳になります。 

奥様誕生祝い 

井上洋子 様 

 

今年は、息子と一緒にウォーキング（8ｋｍ）に

参加しました。前回はその息子がまだ乳母車に

乗っていた時でした。前回はたしか 5ｋｍだった

と思いますが、今回は天気も良く熱中症になら

ないよう水分補給しながら途中でパンを買って

二人でベンチで食べたり、私が植物に興味が

あるのであちこちで脱線して時間がかかりまし

たが完歩しました。いつもは車で素通りする場

所に素敵な花が咲いていたり、きれいな道がで

きていたりと楽しい町探索をしました。今日はお

招きありがとうございます。素敵なプレゼントを

頂き感謝します。 
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石井律子 様 

 

私の妻、律子の為のプレゼントありがとうござ

います。働く子育て世代としてロータリークラブ

の出席があまり良くなくて申し訳ありません。本

日のように、できる限り出席していきますので今

後ともよろしくお願いします。 

結婚月祝い 

津田健三 会員 

 

5月 18日、私共は結婚 60周年ダイヤモンド

婚です。(25年が銀婚、50年が金婚祝い) 

子どもたちがいろいろお祝いをする計画を企

画しております。 

それと喜んでいることが 3つあります。1つは

どこも悪いとこもなく健康であること。又 2 つ目

はまだやる仕事があること。3つ目は、何を食べ

ても美味しい事。 

馬場知行 会員 

 

今月が結婚月でありますが、数え年の 70 歳

(古希)のお祝いを本山の總持寺にて、今月の

14日にやってくれることになっております。寺の

世界では 70 歳でやっと認められ、80 歳で偉く

なれ、90 歳にやっと頂点に立てるといった具合

です。 

井上脩士 会員 

 

今回で 37回目の結婚記念日を迎えました。

今年は末っ子の次男が卒業し、就職したので

家には二人だけになりました。少しさびしい時

間を過ごしています。今年の夏は、奄美・加計

呂麻・徳之島を二人で旅します。二人での旅は

久しぶりだとおもいますが、これからは常に二

人での旅になります。旅をすることで仕事を忘

れリラックスできます。 

久保 学 会員 

 
結婚 13 年目を迎えることができました。皆様に

お祝いして頂いて光栄です。 

川邉城治 会員 

本日はお祝いをして頂き

ありがとうございます。私達

は結婚 15周年 5月 18日に

迎えます。15 年間色々我

慢してくれた妻に感謝です。

20 年、30 年を迎えられるよ

う仲良くしたいと思います。本日はありがとうご

ざいます。 
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乾杯 

 

会長挨拶  坂口正城 会長 

皆さまこんにちは。4

月 28日の第 25回ふれ

あい鴻巣ウォーキング

大会は皆さまのご協力

のもと大成功だったと

思います。本当にあり

がとうございました。 

さて、先日桶川 RC 主催で行われた IM の報

告書が皆さまのお手元にも届いていると思いま

すが、次年度は言うまでもなく山口ガバナー補

佐のもと我々がホストクラブを務める事になって

います。そこで先日の IM についてお話しした

いと思います。記念講演では 2840 地区の PG

も務められた前橋 RCの本田博己様の「奉仕の

理念を」実践しよう！テーマに氏の講演を聴く

ことが出来ました。職奉仕の定義など興味深い

内容でした。「ロータリーの奉仕とは人のために

役立つこと」「ロータリーでは人を幸せにするた

めに奉仕する喜びを味わうことができる」「人の

ために役立つことが自分の喜びと感じるのが魅

力だ」という田中作次元 RI 会長の言葉の紹介

がありました。大変わかりやすい言葉で「奉仕

の理念を」 

伝えていただきました。わたくしも実践してい

きたいと思います。 

幹事報告 田邊 聖 幹事 

1. 本日の理事会で推薦の

ありました大石正行さん

の入会が承認されました

のでご報告いたします。

入会に異議のある方は本日より 7日以内に

わたくしまで申し出ください。 

2. 既にご案内しておりますが、5月 22日（火）

18時より大正家にて下期のパスト会長会を

開催いたします。来週の 15 日までにご都

合をお知らせください。 

3. 5 月 26 日(土)鴻巣クリーンデイ前日になり

ますが、ふるさとの杜の除草作業を行いま

す。皆さまのご協力をお願いたします。 

会員卓話 

中島安啓 会員 

本日、新入会員あいさつと

いうことで自己紹介をさせて

頂きます。 

昭和 52年生まれで、小樋

で41歳になります。生まれも

育ちも川里村で、生粋の田

舎者です。平成18年に実家の隣の田んぼを親

からいただき、自動車修理往生をはじめました。

その後結婚もし、子どもも 2 人授かりました。従

業員も増え、今まで順調にやってこられたのは、

たくさんの方の支援や支えがあったからだと心

から思っています。この感謝の気持ちを忘れず

にこれからも一生懸命頑張ってまいります。 

今後ともよろしくお願い致します。 

委員会報告 

2018-2019親睦旅行について 

寺西修身 会長エレクト 

 当初の 7 月 28 日(土)～

29日(日)の日程は同じ 

 行程の一部変更：当初、

岩手(中尊寺金色堂)と周

辺の観光を高齢者のご参

加に配慮しまして宮城の

松島観光に変更しました。 

二日目のメイン観光の相馬野馬追祭りは変

更ありません。 

 参加者予定：本日確定で 24 名参加(内ご
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夫婦参加は 8 組です) 皆様ご健康で当日

は宜しくお願いします。 

 宿泊予定：宮城の秋保温泉(ホテルニュー

水戸屋さん) 

ご夫婦の参加の方は別途追加費用が発生

します。 

以上 

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 677,118 円

本 日 の 合 計 27,000 円

次回繰越金合計 704,118 円  
 

 

 

 

ゆりの木 

5月 4日(金) ふるさとの杜 

 

 本日 修正 

 5月 9日 4月 28日 4月 25日 

 1240回 1239回 1238回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 35 35 35 

出 席 数 28  17 

欠 席 数 7  18 

例会出席率 80.00%  48.57% 

Ｍ Ｕ 数 5  6 

合計出席数 22  22 

出 席 率 62.86% 100.00% 62.86% 

赤文字は修正 

個人スマイル 

井上脩士 会員・・・女房がお世話にないます。 

スマイル 1  ウォーキングの成功、全会員の協力ありがと

うございました。 

津田健三会員・小畑正勝会員・宮城仁会員・小畑正

勝会員・加藤勉会員・寺澤銀三会員・山口光男会員・

間室照雄会員・松本安永会員・蓮江郁夫会員・加藤

文男会員・井上脩士会員・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・宮

内たけし会員・石井洙光会員・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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・広報雑誌 

花チャリティ 

6月 13日

（水） 

第 1245回移動例会 

「初夏の屋形船」 
14:45 鴻巣駅デイリーヤマザキ前 

15：00 出発 貸し切りバスにて移動 

6月 20日

（水） 

第 1246回通常例会 

会員卓話： 

6月 27日

（水） 

第 1247回移動例会 

最終例会・懇親会 

和風レストランとき 

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 


