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家族、継続、変化 

Ｋａｌｙａｎ Ｂａｎｅｒｊｅｅ （カルヤン・バネルジー） 

 

 

 

例会開始前の握手会 

 

国歌斉唱 

ロータリーソング斉唱    （奉仕の理想） 

 

ロータリーの綱領・四つのテスト唱和 

仁見惠美子 会員 

 

例会プログラム 

司会 松本安永 SAA 

点鐘 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

ロータリーの綱領・四つのテスト唱和 

 仁見惠美子会員 

会長挨拶 加藤文男会長 

幹事報告 石井英男幹事 

会員誕生祝い 

小林玲子会員 井上脩士会員 宮坂良介会員 

奥様誕生祝い 

松本令夫人 山口令夫人 馬場知範令夫人 

御結婚祝い 

馬場知範会員 

委員会報告 

出席委員会 宮城 仁委員長 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

広報・情報委員会  井上脩士委員長 

20周年特別委員会 山口光男委員長 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 井上脩士副 SAA 

点鐘 

 

わ 

 

RI 第 2770 地区     第 5 グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ   

Ｔｈｅ Ｈａｐｐｙ 水曜日 

     ロータリーに誇りを！ 
 

第 917 回例会 2011 年７月 6 日 

日 



2 / 6 

 

 
 

会長挨拶         加藤文男 会長 

皆さんこんにちは、

本日初めての会長

挨拶になりますが、

「あいさつ」という行

為について話してみ

たいと思います。ただいま私があいさつをした

時に、皆さんを見ながら声を出して、こんにちは

と発言しましたが仮に横をみながらしたらどのよ

うな印象を持ちましたでしょうか。今の私のあい

さつは皆さんを見ながら声を出して、「視覚と聴

覚」という人間の機能に訴えかけた行為だと思

います。 

話は変わるのですが、コンピューターを操作

する時通常ログ・インという作業をします。これ

は数値等を打ち込んで私はあなた「コンピュー

ター」に対してなんら怪しい者ではありません、

作業をしてくださいという行為になります。つまり

ログ・インとはコンピューターに対しての作業者

のあいさつに当たるのだと思います。 

先ほど SAA の松本さんの握手会の時間です

という指示によって握手が始まりました。これは

先の視覚・聴覚の機能に握手の触覚が加わっ

たあいさつの行為だと思います。 

またまた話は変わるのですが、中学、高校に

入りますと多くは授業がはじまり、先生が教室に

入ってこられると、学級委員長等が、起立・礼・

着席という号令によってあいさつが行われます。

私の出た高校は加須市あり、昔からうどんが有

名で高校時代よく食べました。他の地場産業で

は剣道等の武道具、硬球のボール、五月のこ

いのぼりがあります。近年では加須 JC さんがク

レーンであげる日本一のこいのぼりが有名で、

ご存知の方も多いと思います。 

この高校では、先生が教壇に立たれると何の

指示もなく、生徒各自の意思で起立して礼をし

て座ります。全くまとまりがなく、礼だけの者、声

を出す人、点々ばらばらです。最初のころ非常

に戸惑いました。おそらく第三者がみると異様と

いうか不気味な雰囲気に感じると思います。質

実剛健、文武両道がこの高校のモットウで、「あ

いさつは命令、号令によってするものではない。

自らの内面のあいさつをしようとする意思によっ

てのみ行うものだ。」そのようなことを先生から聞

いた記憶があります。 

今日ははじめての会長挨拶ということで、単

純にあいさつについて話をしました。 

今後一年間、石井幹事共々宜しくお願いしま

す。ありがとうございました。 

幹事報告          石井英男 幹事 

2011-2012 年 加藤会

長年度の幹事を務めさせ

て頂きます。１年間よろしく

お願い致します。加藤会

長のザ・ハッピー水曜日を、

スローガンに。 

サントリー食品インターナショナル調査では

「疲れた」というワードが、ツイッター上でつぶや

かれる回数が約３秒に１回との事。特に水曜日

に「疲れた」という、つぶやきが増加することに

着目。ノー残業デーを水曜に実施している企業

が多いことも、週の真ん中に疲労感を感じる人

が多いという事ではないでしょうか。また「眠い」

という、つぶやきも 曜日別の増減で「疲れた」と

いう、つぶやきと同じ水曜が多いと指摘していま

す。マイ水曜ロータリーは週で一番ハッピーな

水曜日に。気持ちを切り替えて、楽しく待ち遠し

い日…！ ザ・ハッピー水曜日にしていきましょ

う。 

幹事報告 

① 2011.07.01.現在の会員数 31名 

② ７月のロータリーレートは１ドル 82円です。 

③ ６月 29 日には井上会長年度の最終例会を

盛大に、レストランとき大宴会場で開催しま

した。 

④ 7/1 第１回 管理運営部門開催 

⑤ ７/2 会員増強維持部門セミナーに加藤会

長、宮城会員 2名参加しました。 
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会員誕生祝い        井上脩士 会員 

 7 月 13 日で 59 歳になり

ます。弟と同じ誕生日です。

長男は、7月 14日で、父の

命日です。今年も皆さまよ

ろしくお願いします。 

小林玲子 会員 

本日は、お祝いをして

頂きまして、有難うござい

ます。7月 2日で 50代最

後の誕生日です。 

仕事はメナード化粧品「ルレーブ星宮」の店

長の事、フェイシャルエステサロン「ルレーブほ

しみや」のオーナーの事です。お客様の美意識

が高いので、改めて、自分自身の磨きをしなけ

ればと思っています。 

家の事ですが、10 年ほど前に太陽光発電シ

ステムを導入しました。その時、松本社長から地

球環境に良いと聞いていました。オール電化に

なり夜間の電気料金が 4分の 1なのでエステサ

ロンのタオル類の乾燥機、食洗機、エアコン、

他、使っても安いので助かります。今日も天気

が良いので電気を売っています。4 月 4,752 円、

5 月 7,344 円、6 月 5,184 円東京電力から入金

されていました。より一層節電をしようと思いま

す。 

ゴルフも上達するように頑張りたいと思いま

す。 

奥様誕生祝い       松本安永 会員 

私の家内の誕

生日は井上脩士

会員と同じ7月13

日です。来週の

その日、紀陸一

夫先生と津田健

三パストガバナーの歳の祝いが計画されていま

す。本来その日は家内の為に時間を空けなけ

ればならないかとも思いましたが、お祝いの席

に出席させていただきます。 

先程、小林玲子会員からソーラー発電システ

ムが留守の時でも仕事をしてくれているとの話

がありましたが、私のところもソーラーパネルが

仕事をしてくれていて、東電からの請求額より、

振り込んでもらえる余剰電力の買い上げ額が上

回ることがあります。家内も私が留守の時でも、

仕事で稼いでくれています。 

ロータリーで時間を使えるのも、私が仕事を

離れている時でも稼いでくれている方々のおか

げと感謝しています。 

山口光男 会員 

かみさんは、毎

日元気で過ごして

います。今年は東

日本大震災の関

係で、我が家の屋

根の瓦が落ちてし

まいやっと先月末に屋根瓦をスレートに葺き替

えました。思わぬ出費で頭を痛めています。 

よく夫婦で映画を見に行きますが、エルミ鴻

巣の映画館が地震の関係で閉鎖されてしまい、

最近は新都心に映画を見に行っています。月

に一度ぐらいですが会員の皆様も映画を楽しん

でほしいと思います。映画の帰りにバイキングラ

ンチを食べたのですが、たくさん食べられるわ

けでなく、年齢を考えるとバイキングはやめたほ

うがいいと反省をしています。本日は、誕生祝

いまことにありがとうございました。 

委員会報告 

出席委員会          宮城 仁 委員長 

出席報告は必ず委員会

に届けて下さい。食事の注

文がありよろしく願います。

尚、その時の食事を報告し

限りなく市内外のおいしい

品注文致します。 
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親睦・家族委員会       加藤 勉 委員長 

今年度の親睦・家族委員

長をおおせつかりました加藤

です。早速ですが、7 月の最

後の例会を移動例会として納

涼例会をホテルガーデンパレ

スのビアガーデンにて開催します。バスにて送

迎を致します。飲み放題・食べ放題ですので大

勢の参加をお願いします。会費は 4,000円です

が、例会食事費より 1,000円負担致します。 

 

20周年特別委員会     山口光男 委員長 

20 周年の記念式典は、

平成 24年 6月 10日を予

定しています。また、記

念事業ですが 

① 会員拡大 10名 

② 植樹 

③ 第 19回ふれあい鴻巣ウオーキング等 

を考えています。当然皆様のご意見ご要望を盛

り込んだ事業にしたいと思います。そこで、第 1

回 20 周年記念特別委員会を、7 月 21 日（木）

鴻巣市社会福祉センターで開会します。全会

員に案内状を FAX しますのでご出席の程お願

いします。 

 

広報・情報委員会      井上脩士 委員長 

カルヤン・バネルジーRI

会長の紹介文、毎朝、30～

45分間ヨガをする、その後会

社のジムで汗を流すか散歩

をするのが日課。本年度の

各地区のガバナーの横顔紹介文。 

ニューオリンズ国際大会での田中作次 RI会

長エレクトの受諾演説、ビル・ゲイツ氏のスピー

チが載っています。 

 

出席報告         宮城 仁 委員長 

 

 本日 修正 

 7 月 6 日 月 日 月 日 

 917 回 回 回 

 通常例会   

会 員 数 31   

出 席 数 17   

欠 席 数 14   

例会出席率 54.84％ % % 

Ｍ Ｕ 数 4   

合計出席数 21   

出 席 率 67.74％ ％ ％ 
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スマイル報告        井上脩士 副 SAA 

 

 

前回までの合計 円

本 日 の 合 計 17,000 円

次回繰越金合計 17,000 円  
 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 上谷の草取りをした。約1時間無心に草刈りを

すると気持ちよい汗がしたたり落ちてシャワーを

浴び清々しい気持ちで午後の仕事をすることが

できた。夏は汗を多くかくことが健康の秘訣では

ないだろうか？節電にもなる？    （S.I） 

個人スマイル  

加藤文男会員・・・今年一年間よろしくお願いします。 

宮城 仁会員・・・出席報告は必ずお願いします。食事との

関係があり 1度の FAXで終えるように願います。 

加藤 勉会員・・・今年度親睦委員長の加藤です。７/28

（木）納涼例会（ガーデンパレス） 

9/10～12日本の祭りシリーズ花巻祭親睦旅行大勢の参加

お願いします。 

竹内 廣会員・・・家内（愛妻）が本日の埼玉新聞に載って

います、読んで下さい。 

スマイル 1  加藤年度スタートです。皆で楽しい例会にしま

しょう。 

紀陸一夫会員・津田健三会員・小畑正勝会員・竹内廣会員・

寺澤銀三会員・小林玲子会員・馬場知行会員・山口光男会

員・松本安永会員・井上脩士会員・石井英男会員・仁見惠美

子会員・小林功会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

7月13日 

（水） 

第 918回 通常例会 

クラブフォーラム 

7月20日 

（水） 

第 919回 移動例会 

和風レストラン とき 

クラブフォーラム 

7月27日 

（水） 
振替休会 

7月28日 

（木） 

第 920回移動例会 

ガーデンパレス ビアガーデン 

クラブ会報委員会 

委員長  小林玲子     副委員長  井上脩士 

委  員 柿沼洋一 間室照雄 山口光男 小林功 


