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例会開始前の握手会

司会進行 石井英男 SAA 

 

ロータリーソング斉唱  

ロータリーソング 奉仕の理想 

 われらが誇り 

 

四つのテスト唱和  

小畑正勝 会員 

 

例会プログラム 

司会 石井英男 SAA 

点鐘 

ロータリーソング斉唱 奉仕の理想 

 われらが誇り 

四つのテスト 小畑正勝 会員 

お客様紹介 寺西修身 会長 

会長挨拶 寺西修身 会長 

幹事報告 成田志津子 幹事 

お客様挨拶 

RID2700 直前ガバナー 大貫 等 様 

 〃 直前地区幹事 本田 守 様 

委員会報告 

地区セミナー報告米山記念奨学部門 井上脩士 委員長 

 〃 管理運営部門 

 奉仕プロジェクト部門 

 公共イメージ・会員増強維持部門 

  寺西修身 会長 

増強及び異業種交流 宮城 仁 委員長 

 〃 津田健三 委員 

親睦 加藤 勉 会員 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 
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会長挨拶 寺西修身 会長 

皆様こんにちは、7月も下旬

となりました。 

7/28～7/29の東北(宮城・

福島)親睦旅行に行きます。今

回は 29日の相馬馬追祭りが

メインの見学となります。 

東日本大震災発生後 7年 4か月も経過し

ましたが、復興はまだまだです。皆様と

共に少しでも支援の輪に加われば幸いで

す。 

① 2週間の動き 

７/16～奉仕プロジェクト合同セミナー

参加(職業奉仕委員会) 

１．クラブごとの会員職業紹介ファイル作

成提案～当クラブは実施中 

2．クラブの奉仕活動紹介ファイル作成～

社会奉仕委員会に検討依頼 

７/18～パスト会長、幹事慰労会、新会

員の歓迎会（ダンディライオン北本）坂

口前会長、田邊前幹事、大石新会員と会

員、奥様計 25名参加 

7/21～公共イメージ、会員増強合同セ

ミナー参加 

各クラブごとの現状報告と増強の取り

組み発表～後日冊子配布予定 

当クラブは現在 36名（1名新会員）ネ

ームホルダー地区より提供予定 

放送媒体（ＴＶ等）への情報提供、取

材依頼をクラブ単位から地区単位に検討

希望 

7/24～原口市長へ幹事と共に表敬訪問

～年度計画書を渡し談話、陸上競技場の

放送設備改修のお手伝いを本年度予定、

掲揚ポール付近の樹木の件依頼 

② 平成 30年度税制改正 

1．所得税の基礎控除を一律 10万円 

引き下げ 

現行最低 65万円→改正後最低 55万円 

2． 公的年金控除の最低保証額も一律 10

万円引き下げ 

現行最低保証額  65歳未満 

改正後 65歳未満 60万円 65歳以上 

120万円→改正後 110万円 

3．基礎控除の控除額が 10万円引き下げ 

所得税の基礎控除 現行 38万円→ 

改正後 48万円  住民税の基礎控除 

現行 33万円→改正後 43万円 

4．税負担の増減 

給与所得と公的年金両方の取得がある

人→10万円増税 

給与収入が 850万円超えの控除額は

195万円 

現行：給与収入 1000万円超えの控除額

の上限は 220万円 

改正後：給与収入 850万円超えの控除

額の上限は 195万円 

但し、本人が特別障碍者、23歳未満の

扶養家族や特別障碍者である扶養、親

族等を有する者に負担増が生じないよ

う措置在り。 

5．公的年金控除の見直し 現行→なし 

 

幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) ７月 18日 前年度会長

幹事慰労会及び大石新

入会員歓迎会をダンディ

ライオンにて開催 

(2) 各部門セミナーを会員の

皆様のご協力の元開催

中ですが今後の出席はノーネクタイの対応

をとの事 

(3) 第 1回 「1000日会員の集い」 の開催 

9月 22日午後 6時〜 パレスホテルにて 

(4) ７月 28日親睦旅行は体調整え元気にご参

加を 
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お客様挨拶 

 

RID2700 直前ガバナー 大貫 等 様 

1年間大変お世話になりました 

 〃 直前地区幹事 本田 守 様 

 昨年は大変お世話になりました 

地区セミナー報告 

米山記念奨学部門 井上脩士 委員長 

平成 30 年 22 日（日）ラフレ

さいたまにて、ＰＭ1：30点鐘。

米山学友「徐 海波（ジョ カ

イハ）」氏のテーマ「架け橋」の

基調講演がありました。徐氏

は、2000～2002 年度世話クラ

ブ大宮中央クラブに所属、東京理科大学にて

修士課程を首席で卒業され、パナソニック(株)

就職して、中国市場向けマーケティング及び販

売戦略の構築を行っています。日本と中国の

架け橋になるように頑張っている様子を話され

ました。学友、奨学生によるパネルディスカッシ

ョンは、テーマ「ぶっちゃけ！米山記念奨学生」

で楽しいディスカッションが行われました。田中

德兵衛パストガバナーによる講評では、奨学生

に対する対応について、彼らの宗教などに慎

重な配慮が必要だと述べられました。今年度は、

新規に 26名の奨学生が入学し、継続学生を含

めて 36 名の奨学生が誕生しました。本年度も

普通寄付・特別寄附の合計、25,000 円以上の

寄附をお願いします。 

管理運営部門 

奉仕プロジェクト部門 

公共イメージ・会員増強維持部門 

寺西修身 会長 

2018年度部門セミナー （運

営管理・奉仕・ 

公共イメージ・会員増強） 

7/7（土）管理運営部門（さい

たま市文化センター） クラブ

の活性化のための 9つの提案あり 

マイロータリー100％達成/特別月間に合わせ

た卓話、活動の推進/積極的に他クラブの MU

ツアーに参加/定期的に委員会を実施し、内容

を報告/会員友人、同伴者、家族を誘い幅広い

親睦活動、奉仕活動に参加/地区やグループ

ごとの状況報告/ロータリー賞にチャレンジ/卓

話者バンクの活用/定期的にクラブ戦略委員会

開催・・・中期ビジョン・現状把握 

7/21(土)公共イメージ・会員増強部門（川口市

民ホールフレンディア） 

公共イメージ・・・放送媒体（ＴＶ・ラジオ・新聞・

コミュニティー誌）の活用、ロータリー全体での

活用を。 

会員増強・・・本年度 2770名目標、各クラブごと

に独自の増強を。 

委員会報告 

会員増強委員会 宮城 仁 委員長 

増強への方針と実務 

毎回増強と異業種交流の話

をさせて頂いておりますが、坂

口年度中心に五名の入会者

があり、その関係でクラブ内に

於いても変化があり増強は必

要と改めて皆さんも感じた事で

す。この機運を続けるにはクラブがさらに団結し

合い異業種交流を通じ心から会員の理解とクラ

ブ団結を願い会員一人一人が声を掛け大きな

輪（増強）にしたい。 

小さなことの積み重ね  今年度目標 40名 
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異業種交流委員会 津田健三 委員 

１．異業種交流・会員増強に

ついて 

「絆・数は力なり」 

２．私の考え 

① 相互扶助を・・・交流が非

常に大事 

② 経済下り坂 

③ 不連続の時代・・・先が読めない 

④ 会社も身体も元気でなければ奉仕活動は

できない 

３．ロータリーの歴史 

① 「仲間の間で友情を深めたい」 

今から１１３年前４人がシカゴでスタート。 

ポール・ハリス（弁護士） 

ガスターバス・ローア(鉱山技師) 

シルバスター・シール(石炭商) 

ハイラムＥ・ショーレー(洋服商) 

② ロータリーの特徴・・・３つ 

国際性、粘り強さ、高い目標（ポリオ） 

③ シカゴは、非常に厳しい経済状況だった 

開拓都市、商業道徳は地に堕ちていた。 

４．ロータリーの理念・・・社会貢献を目指し、直

接的な損益に関係なく 

異業種交流・・・商品の売り買いでは義務で

はない。しかし、仲間の商売は原器であって

ほしい。 

５．仲間を増やすことにより、地域の活性化。 

目標 40（あと４名） 

～出来たら 50名（あと 14名） 

今､ロータリークラブとライオンズクラブの後を

追って、急速に拡大しているのがＢＮＩという異

業種交流組織だ。アメリカ生まれで、世界中に

展開している。日本での歴史が浅いので、紹介

されることが少なかったが、会員同士の「リファ

ーラル」、つまり人脈や、ビジネス機会の相互紹

介によって生まれたビジネスの総数は約７８万

件、総額は約５７９億円にも上るという。 

ニュースサイトで読む：http://biz-journal.jp/ 

2017/12/post₋21835．ｈｔｍｌ 

親睦委員会 加藤 勉 委員長 

親睦旅行について 

今回の親睦旅行は日本の

祭りシリーズで相馬野馬追祭

り 1泊 2日の予定で、7月 28

日～29 日です。28 日午前 8

時 15分鴻巣駅集合で出発し

ます。鴻巣駅以外で乗車の

方は大宮駅新幹線理場 9：00 集合でお願いし

ます。楽しく行って来ましょう。 

その他  

「cava hatano」からの嬉しいたより 

サポーター 井上脩士 

5年前、鴻巣出身の

波田野信孝さんが長

野県でワインを作るの

でサポーターを募集

に当クラブへ来られま

した。いよいよ今年 11

月に 2017 年の初ヴィンテージのワインが届けら

れそうです。楽しみにしたいと思います。 

http://biz-journal.jp/
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出席報告 柿沼洋一 委員長 

 

 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 

 

 

前回までの合計 49,392 円
本 日 の 合 計 30,000 円
次回繰越金合計 79,392 円  

 

 本日 修正 

 7月 25日 7月 11日 7月 4日 

 1250回 1249回 1248回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 36 36 36 

出 席 数 24 23 23 

欠 席 数 8 11 11 

例会出席率 66.67% 63.89% 63.89% 

Ｍ Ｕ 数 4 2 2 

合計出席数 28 25 25 

出 席 率 77.78% 69.44% 69.44% 

赤文字は修正 

個人スマイル 

大貫 等様・・・一年間大変お世話になりました。 

本田 守様・・・昨年は大変お世話になりました。 

宮城会員・・・異業種交流 魚孝鮮魚センター寿司を使

っていただき誠にありがとうございます。 

山口会員・・・本日、初出席です。一年間ご指導ご協力

宜しくお願いします。 

スマイル 1   

津田健三会員・小林忠治会員・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

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・石井英男会員・柿沼洋一会員・坂口正城会

員・宮坂良介会員・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・松村豪一会員・星野光生会員 
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編集後記 

宮内たけし 

 

会員各位 

鴻巣水曜ロータリークラブ 

会 長   寺西 修身 

会報委員長  宮内たけし 

 

会報原稿提出のお願い 

 

今年度の方針により、事務の簡素化を図るた

め、会報の原稿を下記方法にて、メールで 

送信願います。ご協力のほど、宜しくお願い

致します。 

FAX、並びに手書きの原稿は、受け付けられ

ませんのでご了承ください。 

 

m.takeshi@deluxe.ocn.ne.jp 
kinoshita.2527@taupe.plala.or.jp 

clean-w@gol.com 

swjtw880@ybb.ne.jp 

yasunaga0831@hotmail.co.jp 

info@matsumoto-denka.com 

yuclinic@kjd.biglobe.ne.jp 

 

メールの送信は事務局のパソコン、個人のス

マホからも送信可能です。 

 

以上 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

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 

クラブ研修情報・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 

9月 5日

（水） 

第 1256回通常例会 

結婚誕生祝い 

クラブ研修情報・広報雑誌 

9月 12日

（水） 

第 1257回通常例会 

ガバナー公式訪問 

花チャリティー 

9月 19日

（水） 

第 1258回移動例会 

夜間例会 

炉辺会合 

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 
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