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例会開始前の握手会 

司会進行 石井英男 SAA 

 

国歌・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・四つのテスト唱和  

津田健三 会員 

 

例会プログラム 

司会 石井英男 SAA 

点鐘 

国歌斉唱並びにロータリーソング斉唱 

ロータリーの目的並びに四つのテスト  津田健三 会員 

結婚・誕生祝い 

会員誕生祝い  井上脩士会員 竹内幾也会員  

宮坂良介会員 

令夫人誕生月祝い 竹内知子様 馬場裕美子様  

松本英子様 山口玉禅様 

結婚月祝い 馬場知範会員 蓮江郁夫会員 

会長挨拶 寺西修身会長 

幹事報告 成田志津子幹事 

新会員入会式 

委員会報告 

増強及び異業種交流 宮城 仁委員長 

親睦委員会 加藤 勉委員長 

出席報告 坂口正城 委員 

スマイル報告 間室照雄副 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 

  

「インスピレーションになろう」 

“BE  THE  INSPIRATION”  

第 1248 回例会 2018 年 7 月 4 日 

日 
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結婚・誕生祝い 

会員誕生祝い      井上 脩士 会員 

 

７月 13日で 66歳になります。先輩諸氏同様、

この 4月より子供 5名の内最後の次男が就職し

て浜松に引越し、女房と二人の生活となりました。

8 月には新婚旅行以来の二人だけの奄美・加

計呂麻島・徳之島旅行に出かけます。これから

も、老いに逆らわず今まで通り楽しい生活を送り

たいと思います。 

今日はありがとうございました。 

令夫人誕生祝い        松本安永 会員 

 

家内の誕生祝いありがとうございます。 

本日、定休日ですが、自分が自宅を出るより

前に仕事に出かけました。息子も 10時にお客

様宅訪問ということで出かけました。皆で仲良く

仕事に励んでいます。 
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結婚月祝い          蓮江郁夫 会員 

 

私は、きわめてまじめに生活してきましたが、運

命のいたずらで 36 歳年下の女性と結婚し、小

学 1 年生の娘と、3 人で幸せに生活しています。 

宜しくお願いいたします。 

乾杯 

小林忠司 会員 

 

会長挨拶 寺西修身 会長 

１．自己紹介 

本日より第 27代会長を仰せ

つかりました寺西修身です。

宜しくお願いします。 

兵庫県 神戸市出身 埼玉県

には春日部市に 4年、桶川

市朝日に 21年居住中。家族 成人 2人(長男

32歳独身、同居中、長女 31歳既婚子供 1人

(娘 1歳) 

妻は H9年 10月に病気で逝去、以降独身で

子育てと家事、仕事、趣味に従事 

90歳の父(有料老人ホーム入居中)、65歳の姉

(神戸)、52歳の妹(野洲) 

趣味 混声合唱、球技 (ボウリング、ソフトボー

ル、ゴルフ)  

仕事 現在は生命保険の営業(ジブラルタ命) 

16年継続中(200年～  豊島区東池袋で首都

圏第一支部 豊島第四営業所にて営業選任課

長   2004年よりFP資格取得～種々のご相談、

企業保険、個人保険に対応。  

以前は旭硝子の子会社で旭ファイバーグラ

ス(株)に 22年勤務 (1980年 4月~2002年 6月

まで)研究、開発、マーケティング、開発部 

スタッフ、名古屋支店販売部 4年、複合材のセ

ールスエンジニアに従事。 

ロータリー活動  

2012年 8月入会(津田健三様、山口光男様の

ご紹介) 6年目 会報 家族親睦、国際奉仕、 

社会奉仕、管理運営、副会長を経験。 昨年は 

地区の副幹事 1年 

2. 本年度の方針、活動目標〜詳細は年度計

画書を参照願います。 

特に毎月イベント有り 各種委員会研修や 

親睦旅行、ゴルフ、ガバナー公式訪問、鴻巣

花火大会、地区大会、献血活動、奉仕活動参

加、IM、 各委員会研修、研修協議会、 

ふれあい鴻巣ウォーキング、クリスマス例会、 

最終例会、懇親会適宜実施 会員皆様の積極

的なご参加をお願いします。  

奉仕活動 例年活動中の継続、社会奉仕、

国際奉仕活動も充実を図ります。  

寄付活動 例年通り会員公平負担と大口寄

付を募ります。100%以上の早期達成を目指しま

す。  

青少年応援活動 中高生の職場体験も積極

的に受け入れます。  ライラ活動~例年以上の

参加を求めます。 

会員増強 3名目標達成を図ります(7月 2日

付 大石正行様ご入会) 会員相互の交流、親

睦の一環として 2月に 1回の割で夜間例会、移

動例会の実施。経済活動交流も積極的に推進

します。  

会報 基本はクラブの HP参照願います、別途

例会に回覧します。 



4 / 7 

 
 

各委員会の定期的活動を推進します。各委

員長様には活動計画と実施結果を求めます。 

楽しく、役に立つ、社会的に意義の有るロータリ

ー活動を皆様と伴に推進しましょう。 

次回 平成 30年度の税制改正の必要部分

を説明します。 

幹事報告 成田志津子 幹事 

幹事就任の御挨拶として

大役を仰せつかりました成

田です。 

6月 26日最終例会、皆様

の御出席ありがとうございま

した。 

1. 本日、理事会にて水曜ロータリークラブゴル

フコンペ、ボウリング大会収支決算御承認い

ただきました。 

2. 会長幹事会が午後 6時半より開催されます。 

3. 各部門セミナーが開催されます。 

4. 7月 28～29日相馬野馬追い祭り親睦旅行で

す。御参加の皆様宜しくお願い致します。 

5. 上期会費及び祝い品費の御入金の御協力

もお願い致します。 

暑い日が続きます。こまめに水分を補給して

体調を整えましょう。 

新会員入会式 

 

大石正行 会員 

宮城会員にすすめられて入

会させていただきました。 

昭和 35年 3月 25日生まれ、

58 才です。 現在、行田市に

住んでおりますが、妻と娘 2人

は、滋賀県大津市に暮らして

おります。また、3人孫がおります。 

鴻巣水曜ロータリークラブの一員として、これ

から頑張ってまいります。 

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

委員会報告 

会員増強委員会 宮城 仁 委員長 

お配りしてある会員増強 

１年計画。各グループ長を中

心に１年間の中で増強をお願

いする。又、各グループ長は

毎月の報告を次第によって報

告実行する。 

異業種交流委員会  宮城 仁 委員長 

毎月の異業種交流は、お配りしてある表にあ

る通り毎月第３木曜日 18：30～20：30 本年度

の会場は「大正家」（下部屋）で自由に交流。飲

食代は自分持ち。出欠は取らず、出入りは自

由。 

会員の各企業紹介とＰＲはすでに配布用紙

に記入し送信願います。 

７月２５日必着にて 宮城宛 048-543-0708 

親睦委員会 加藤 勉 委員長 

親睦旅行について 

今年度の親睦旅行は日本の

祭りシリーズ福島県の相馬野

馬追祭りです。 

参加者は、会員15名、奥様 8

名の 23名の参加です。 

当日(28日)は、朝 8時 15分鴻巣駅集合で出発

します。楽しい旅行にしたいと思っておりますの

で宜しくお願いします。 
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クラブ研修・情報委員会  

坂口正城 委員長 

7月 5日コンタクトのシード

へ安倍総理が、保育課の見

学に来ます。 

ロータリーの友７月号にお

いて、ガバナーの横顔の紹

介があります。第 2770 地区

の中川高志ガバナーの紹介を読み上げます。 

 

出席報告  

坂口正城 出席委員 

 

 

 

スマイル報告     

間室照雄 副SAA 

 

 
 

 本日 修正 

 7月 4日  月 日  月 日 

 1248回   回   回 

 通常例会   

会 員 数 36   

出 席 数 23   

欠 席 数 11   

例会出席率 63.89%   

Ｍ Ｕ 数 2   

合計出席数 25   

出 席 率 69.44%   

赤文字は修正 
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前回までの合計 0 円
2017-2018年度

ゴルフコンペ残金 1,392 円

本 日 の 合 計 27,000 円

次回繰越金合計 28,392 円  

今後の活動予定 

 

 

 

7月 2日の 66歳の誕生日を迎えることができな

かった小林玲子第 24 代会長の墓前に花を届

けてきました。 

松本安永 

 

 

編集後記 

 

寺西年度が始まりました。 

クラブ会報委員長の宮内です。 

試行錯誤の繰り返しで新しいクラブ会報を

目指して、努力してまいります。皆様のご協

力をお願い致します。 

 

西日本を中心とす

る、広い範囲で想

像をはるかに超え

る集中豪雨で大変

な被害が出ていま

す。多くの方が亡

くなり、依然とし

個人スマイル 

津田健三会員・・・花火の準備が始まりました。青年部員

が 皆様方に伺いますが、よろしくお願いし

ます。 

小幡正勝会員・・・坂口年度年間ありがとうございました。

最終例会で「ウマ」が当たりました。ニコニコ

です。とてもうれしかったです。 

加藤 勉会員・・・大石会員入会おめでとうございます。 

山口光男会員・・・上尾西ＲＣの例会に出席します。1 年

間ご協力をお願いします。 

石井英雄会員・・・寺西年度スタートしました。間室副ＳＡ

Ａ共々よろしくお願いします。 

柿沼洋一会員・・・Ｇ補佐幹事として上尾西ＲＣに出席し

ます。 

田邊 聖会員・・・小畑会員より従業員の福利厚生の提

案依頼があり、契約いたしました。ありがとう

ございました。 

宮内たけし会員・・・８月 25 日出版記念講演会に是非お

出掛けください。お申し込みはお早めに。お

待ちいたしております。 

大石正行会員・・・初めまして、宜しくお願い致します。 

スマイル 1  いよいよ寺西年度スタート、一年間ご協力お

願いします。 

津田健三会員・小林忠司会員・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・大澤二三夫会員・石井英男会員・柿沼洋

一会員・田邊 聖会員・寺西修身会員・成田志津子会

員・細野潤一会員・星野光生会員・松村豪一会員・大

石正行会員 

7月 11日

（水） 

第 1249回通常例会 

出向報告 地区委員会方針 

7月 18日

（水） 
振替休会 

7月 25日

（水） 

第 1250回通常例会 

地区セミナー報告 

7月 28日

（土）～29

日（日） 

第 1251回移動例会 

会員親睦旅行 

宮城県「松島」遊覧と福島「相

馬野馬追祭り」観覧 

8月 1日

（水） 

第 1252回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話：馬場知行会員 

広報雑誌 

花チャリティー 

8月 8日

（水） 

第 1253回通常例会 

外来卓話 

8月 15日

（水） 
法定休会 

8月 22日

（水） 

第 1254回移動例会 

鴻巣 RC合同例会 

場所：和風レストラン とき 

17:30受付 

8月 29日

（水） 

第 1255回通常例会 

ガバナー公式訪問リハーサル 
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て行方不明の方々もたくさんおられます。ま

た、多くの方が被災されています。 

亡くなられた方々のご冥福をお祈り申しあ

げるともに、心よりお見舞い申し上げます。 

 

災害が起きるたびに、災害に備えることを気

づかされます。 備えあれば・・・と言われ

ますが正に未曽有の災害を前に私たちは何

をすればいいのでしょうか。 

 

甚大な被害を出した西日本の記録的な大雨。

身を守るため、どんなことに注意したらいい

のでしょうか。 

 

 まずは自治体が作成したハザードマップ

をもとに、日頃から避難先や避難経路などを

具体的に考えておくことが大切です。 

気象庁が発表する警報、自治体による勧告・

指示に注意を払い、早めの避難行動を取るこ

とも大切でしょう。 

 

 避難の際は道路の冠水を想定し、脱げやす

いサンダル、長靴などをはかない。歩行でき

る水位の目安はひざ下とされ、水流があると、

子供では２０センチ程度の深さでも自由に

動けなくなる恐れがある。複数で行動するよ

うに心がけましょう。 

 

 

 マンホールや側溝のふたが外れていても

濁流で見えず、転落する危険性をはらんでい

ます。傘など長い棒状のものを持ち歩き、地

面を探りながら進むのもよいでしょう。 

 

 河川や用水路に絶対に近づかず、雨水が流

れ込む地下通路、地下街、地下鉄からは速や

かに逃れること、家屋の地下部分も水圧でド

アが開かなくなる恐れがあるため、避難場所

に適さないと思われます。 

 

 山間部やがけのそばにある地域では、普段

から土砂災害に注意が必要です。 

がけ崩れと地滑りの前兆としては、ひび割れ

や地鳴り、地面から水が噴き出る－などの現

象が見られるといわれています。 

 

 すでに屋外に出るのが危険な状態であれ

ば、上層階に退避。がけのそばでは、そこか

ら離れた部屋に移動することで被害を回避

できる可能性が高まるでしょう。 

 

救助に時間がかかる場合があるため、食料、

常備薬なども備蓄しておきたいものです。 

                

  （産経新聞より一部引用） 

 

 

クラブ会報委員会 

委員長 宮内たけし   副委員長 木下純一 

委 員 石井洙光  中島安啓  星野光生 

松本安永  井上脩士 


