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例会開始前の握手会 

司会進行 細野潤一 副 SAA 

 

ロータリーソング斉唱 

ロータリーソング 奉仕の理想 

 

四つのテスト唱和 寺西修身 会員 

 

例 会 次 第 

司会 細野潤一副 SAA 

点鐘 

ロータリーソング斉唱 

ロータリーソング 奉仕の理想 

四つのテスト唱和 

 寺西修身会員 

結婚誕生祝い 

喜寿祝い 宮内たけし会員 

会長挨拶 坂口正城 会長 

幹事報告 田邊 聖 幹事 

クラブフォーラム 

次年度幹事 成田志津子 会員 

クラブ戦略計画委員会 小畑正勝  会員 

親睦委員会 加藤 勉  会員 

公共イメージ・会員増強維持部門 

 大澤二三夫 会員 

会員増強委員会 宮城 仁 会員 

奉仕プロジェクト部門 細野潤一 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 

点鐘 
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結婚誕生祝い 

喜寿の祝い 

宮内たけし 会員 

 

喜寿を迎えて 

本日は喜寿のお祝いを頂きありがとうござい

ました。家族で 77 歳のお祝いをしていただき、

年を重ねることの喜びを感じています。今後と

もよろしくご指導の程お願い致します。 

こうのす花火大会協賛の依頼について 

10 月 13 日（土）こうのす花火大会、ビートき

よし師匠の生吹で打ち上げます。ご協力をよろ

しくお願い致します。 

 

ＭＰＨＦ 

第4回受賞            津田健三 会員 

 

第 2回受賞          大澤二三夫 会員 

 

会長挨拶  坂口正城 会長 

皆さまこんにちは。

昨日はパスト下期パス

ト会長会を開催いたし

ました。13名のパスト

会長の皆さまにご出席

をいただきました。あ

りがとうございました。その中で、津田パ

スト会長より出席率のことについて貴重な

ご意見をいただきました。本日も出席者が

少ないですが、例会出席はロータリアンの

義務のひとつです。一層出席率の向上に向

けて行動してまいります。さて、我が家に

今年もツバメがやってきました。確認した

ところ 4 羽のヒナ鳥がいましたが、無事に

巣立ってくれればと思っています。次年度

の事で恐縮ですが、当クラブは山口ガバナ

ー補佐主催によるＩＭのホストクラブを務

めることになっています。5月号のガバナー

月信に今年度のＩＭのことが掲載されてい

ましたので、講演の内容ついてご紹介いた

します。第 5Ｇでは、「奉仕の理念を」実践

しよう〜日本のロータリー100 周年に向け

てと題して前橋ＲＣの本田博己様にお話し

をいただきました。第 11Ｇでは志ネットワ

ーク塾長の上甲晃さんによる「志を教える

松下幸之助“ひとづくり”」をテーマに講演

いただいています。第 10Ｇでは、サーカー

指導者の清水秀彦氏の講演でした。どの講

演も興味深そうな内容です。 

次年度のことですが、当クラブでの大きな

事業のひとつになると思います。私も懇親

ゴルフの担当をすることになっています。

皆さまと力を合わせて成功させるべく努力

いたします。話まとまりませんが会長挨拶

といたします。 



3 / 6 

 
 

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。 

 

クラブフォーラム 

幹事              成田志津子 会員 

次年度地区運営方針

は「すべてはクラブ活性

化のために －実り豊か

な奉仕を目指して－」が

揚げられました。寺西会

長は「持続可能な行動か

ら新たな奉仕と感動を！」を揚げ、新会員、ベ

テラン会員、中堅会員の皆様の満足度を上げ

自信に満ちたクラブ活動を目指します。 

これらの方針に沿い各部門・委員会と連携を取

りながらクラブ運営に傾注して参ります。皆様の

ご協力どうぞよろしくお願い致します。 

クラブ戦略計画委員会 

小畑正勝 委員長 

委員長 小畑正勝  副委員長 坂口正城 

委 員 田邊 聖 小林忠司 

活動方針 

クラブ戦略計画委員

会が新な委員会として

発足し 3 年目と成りまし

た。今回 2 度目の委員

長を拝命致しました。前

回のクラブ環境と今回の

クラブ環境を対比すると、ロータリーへの考え

方・会員同志の絆がより太くなり、ロ－タリアン

らしく進化著しいのではと思います。クラブ戦

略計画委員会の手法として 1、クラブビジョン

(理想)を策定、 2、各部門・委員会等の戦略

計画を立案する、 3、目標のプロセスを実施

する、 大変だと思いますがクラブ戦略計画の

ねらいをよく理解下さい。 

活動計画及び実施方法 

1． 毎月増強委員会の発表がある    

2． 毎週のクラブ出席が楽しみ 

3． 想い出が作れるクラブ          

4． 誇りあるクラブの行動が随所にみられる 

5． 異業種交流が盛んである 

 

親睦委員会          加藤 勉 委員長 

今年度の会長方針に基

づき（奉仕と親睦と人作り）

を目標に先輩会委員と新

入会員の融合が図れる様、

会員と家族の皆様の協力

をお願いし参加して楽しか

ったと思って頂ける親睦行事を多く取り入れて

まいります。 
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公共イメージ・会員増強維持部門 

大澤二三夫 部門長 

公共イメージ・会員増

強維持部門は、クラブ会

報委員、クラブ研修情

報・広報雑誌委員会、会

員増強維持委員会、以上

の３委員会があります。

部門方針は、地区活動方針により、公共イ

メージ部門では、ロータリーのプロジェク

トが地域社会にもたらす影響を高めるため

に、効果的な広報に努めます。又、会員増

強維持部門ではクラブの未来を確保するに

は、新会員を迎え入れ、現会員の活発な参

加を促します。2018－19年度地区目標に

100％マイロータリーに登録し、全クラブが

ロータリー賞にチャレンジするとあります

ので、寺西エレクトには、率先して登録し、

会員に勧めて欲しいです。 

会員増強維持委員会    宮城 仁 委員長 

委員長 宮城 仁   副委員長 小林忠司  

委 員 佐々木倉造  

活動方針 

今年度 (2017～2018) 

増強委員長として実務を

全うしませんでした。この

度 (2018～2019)も増強

委員長に命じられました

ので本年度計画を再度

実行致します。 

会員増強は、クラブ発展の基礎であり、すべ

てのロータリー活動に関係あります。更なるクラ

ブの充実は新会員の発掘です！ 

活動計画及び実施方法 

1. 本年度増強目標は 5名を目指します 

2. クラブ会員は増強の為 6グループに分け、

1 名をリーダーとさせて頂き、毎月リーダー

は、その月の経過報告をさせて頂く（グル

ープ及びリーダーは抽選によって決める）。

委員長指導 

3. 各グループはリーダーを中心に 1年間に 1

名の入会候補者をエントリーし、あらゆる努

力と協力、そして情報をまとめ新会員の発

掘をする 

4. 会員一人ひとりが増強への意識を高め、常

に責任感と努力を惜しまない。グループ活

動は小さな情報を積み重ねてこそ達成さ

れます。 

5. 目標達成グループには増強員会より表彰

させていただきます。 

6. 増強へのプロセスはグループで立案願い

ます。 

奉仕プロジェクト部門    細野潤一 部門長 

職業奉仕・社会奉仕・

国際奉仕、ふれあい鴻

巣ウォーキング、2020 年

委員会の活動を通して

地域のより多くの人々に

奉仕の精神を正しく理解

して頂いて鴻巣水曜 RC の認知度を上げて行

きたいと思います。 
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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 721,118 円
本 日 の 合 計 18,000 円
次回繰越金合計 739,118 円  

 本日 修正 

 5月 23日 5月 16日 5月 9日 

 1242回 1241回 1240回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 35 35 35 

出 席 数 17 17 28 

欠 席 数 18 18 7 

例会出席率 48.57% 48.57 80.00% 

Ｍ Ｕ 数 5 7 0 

合計出席数 22 24 28 

出 席 率 62.86% 68.57% 80.00% 

赤文字は修正 

個人スマイル 

柿沼洋一 会員・・・欠席します。 

宮内たけし会員・・・こうのす花火大会、協賛よろしく

お願いします。 

スマイル 1  5/26（土）上谷公園除草作業、宜しくお願い

します。今朝、キジが歩いていたよ。 

津田健三会員・宮城仁会員・小畑正勝会員・加藤勉

会員・山口光男会員・間室照雄会員・加藤文男会員・

井上脩士会員・大澤二三夫会員・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・松村豪一会員・石井洙光会員 
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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 


