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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 

鴻巣水曜ロータリークラブ賛歌 我らが誇り 

 

四つのテスト唱和  

馬場知行 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 

ロータリーソング 奉仕の理想 

鴻巣水曜ロータリークラブ賛歌 我らが誇り 

四つのテスト 馬場知行 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 

外来卓話 鴻神社宮司 伊藤千廣 様 

委員会報告 

異業種交流 宮城 仁 委員長 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

点鐘 
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会長挨拶 寺西修身 会長 

１．温暖化の加速 

1980 年以降温暖化が加速

し、海水表面温度の上昇が過

去最大になっています。気温

の上昇で水蒸気を多く発生し、

積乱雲の成長が著しい。 

熱帯性低気圧（台風、ハリケーン、サイクロ

ン）が多発、大型化、強力に。７．８月は例年太

平洋高気圧の縁を回って台風が日本に接近し

てきたので勢力が弱まってきましたが、今年は

強いまま直接日本に接近、上陸、被害多発。偏

西風もこの時期は北に通り、台風を押し流す力

が弱く、停滞、迷走します。 

台風 10 号は沖縄、九州を、台風 12 号は関

東～九州の広範囲に被害を出しました。今回の

13号は強い、遅い、大きいので関東から東北に

被害が予想されます。 

また、梅雨末期の梅雨前線の被害も近年毎

年の様に酷くなっており、線上降雨帯が発生し、

同じ場所に長期間強い豪雨が続き 3日で 1,000

ｍｍ超えの豪雨多発、被害を多発させています。

充分注意と早めの避難が必要です。春日部に

は集中豪雨に対する排水設備があり、一度見

学ツアーも社会勉強になると思います。 

2．会員増強月間（8月） 

今月は RC の会員増強月間です。会員同士

の相互理解と経済活動の交流を通じてより仲間

に声をかけていきましょう。 

数は力なり、活動も資金もより大きくでき、RC

の活動をPRして、社会、地域に役立つ事を多く

できます。その結果が仲間を増やす力となり、

自信に繋がります。今月は懇親として炉辺会や

信州蓼科の親睦ゴルフも計画されています。皆

様揃って参加し、仲間を連れて来てください。 

3．8月 8日は何の日？ 

8月 6日は広島に、8月 9日は長崎に原子爆

弾を投下されて 30 万人以上の死傷者を出した

日です。73 年前の昭和 20 年になりますが、戦

争の悲惨さと原爆の愚かさを唯一の被爆国家

の日本が長く子孫に伝え続ける意義と責任が

有ります。 

8月 7日は立秋です。この日以降は秋めくの

が暦ですが、現実はまだまだ残暑は続きます。

残暑お見舞い申し上げます。 

そろばんの日～パチパチの音から語呂合わ

せ。この音はパチンコも同様です。 

ひげの日～漢字の八が髭に見える事から

1979年に制定。 

親孝行の日～（ハハ）（パパ）1989 年に親孝

行全国推進運動協会が制定。 

笑いの日～笑いを作る会が 1994年に制定、

笑い声の語呂合わせ。 

歴史～1444 年（文安元年）能楽師の世阿弥

の忌日 

4．ジブラルタ生命～ジブラルタル海峡～ザ・ロ

ック 

ジブラルタル海峡は地中海の入り口として多

くの征服者が通り過ぎました。現在、ジブラルタ

ルは僅か6.5平方キロの面積に約3万人が住み、

イギリス領土です。周りはスペイン領土ですが

1713 年にスペイン継承戦争の結果、イギリスが

スペインに勝利して、ユトレヒト条約の結果、イギ

リスの領土になっていいます。スペインも何度も

領土返還交渉をしていますが、地中海の入り口

は重要でイギリスは返還に応じません。公用語

は英語、首都はフェビアン・ピカルド、通貨はジ

ブラルタル・ポンド(GIP)、経済は日本の鳥取県

の約半分です。なかなか旅行に行く機会のない

地ですね？対岸はアフリカのモロッコです。 

社名の由来～氷河期には欧州全体は氷河

に覆われ、平地や山も氷河で削られました。そ

の氷河でも削られず残った岩山（石灰岩と頁

岩）が地中海の入り口に細長く残りました。その

状態を社名のロゴとして使い、時代を経てもそこ

に有り続け、安定性、革新性を象徴する存在と

しています。1875 年創立以来 140 年以上経過

し、日本には外資系生保として最初に営業を

1987年以降継続しています。 以上 
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幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) 8／3  合同例会の件で鴻

巣 R C小川会長、北川幹

事   両氏と打ち合わせ 

(2) 8／11 午前 7 時〜ロータ

リーふるさとの杜除草作業 

(3) 9／22  1000 日会員の集

い  大宮パレスホテル 

(4) 公式訪問前準備の方各部門各委員長の皆

様準備 

    宜しくお願い致します 

 

 

 

地区出向会員に対し助成金支給 

 

外来卓話 

鴻神社宮司 伊藤千廣 様 

初めまして、鴻神社の宮司

伊藤と申します。 

コウノトリ伝説を持っている

神社として知られています。

全国にこの伝説を持っている

神社は関東では私どもだけ、

もう一つは倉敷市の鴻八幡神社の二社だけで

す。 

私が宮司を引き継いだのは 50 歳を過ぎでし

た。歴史的に見ても根拠のある伝説、情報資産

を持った神社であることが分かり、この情報資産

にいかに付加価値を与えるかということで PR に

徹したいと思いました。 

まずコウノトリの雄雌の木造をペアで作ること

にしました。１年かけて作りました。 

社殿の改築をしました。当

時不況のさなか、全部自己資

金で完成させました。また、三

狐稲荷神社を作り、天狐、地

狐、人狐をまつるお稲荷として

PR しました。 

次に取り組んだのは「コウノトリが赤ちゃんを

連れてくる」という伝説から、

コウノトリの卵を作ることにし、

子授け安産のお守りとして

祈願することにしました。最

初は 50個ぐらい、いま、年間 7,000個が出るよう

になりました。 

檜の根元にできた木のコブ

（重さ200キロ）から、木が生ん

だものとして「子授け・安産・子

育て」のご神体として活用する

ことにしまし PRを始めました。従来の祈願のイメ

ージを脱却して、インバウンド効果を狙う、つまり

いかにして差別化するか、行ってみたくさせる

か、その祈願を受けてみたいと思っていただけ

るかが大事です。 

参加型にするため、境内をきれいにする、さ

らに、祈願者に何かをやっていただく参加型を

考えました。木のコブに手をついていただいて

安産を祈願する儀式を取り入れました。 インス

タ、ＳＮＳで広がり始めた話題が広がっていった

のです。今年になってフジテレビが全国放送で

取り上げてくれた。5月だけで 1,000件を超える

祈願がありました。全国的に子授けと安産の神

社として話題を呼ぶようになりました。 

今までは街内の人を対象にしていたが、シェ

アを関東地区全域はもちろん更にシェアを広げ

ていきたいと思っています。 やってみたい、行

ってみたい神社にしたいと思っています。 

縁切り祈願もやっています。パワーハラ、隣

家とのトラブルなど、うまく改善してほしいという

願いからです。 
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今回道路の拡張により、境内がまた狭くなっ

たのを逆手にとって、いままでバラバラになって

いた社殿を 3つ並べました。ここで祈願できる特

別祈願を行うことにしました。駐車場の整備、舗

装を行いました。 

情報をうまく使うことによ

って、あるものを有効に使

うことが大切ではないでし

ょうか。今後は病気平癒祈

願、病収め箱を作り、大銀

杏と利用し手の祈願も考

えています。 

こうのすくん こうみちゃんの

「ゆるキャラ」も作り、神社に親

しみをもって頂けるようにして

います。今現在では、大宮の

氷川神社から北で祈願者が

一番多い神社となりました。これからは、鴻神社

が社会の中でより認識される存在にしていきた

いと思っています。更に、 旧鴻巣宿の絵図を

複合的な作品にして PR につとめたいと思って

います。 

本日はありがとうございました。 

 

委員会報告 

異業種交流委員会 宮城 仁 委員長 

異業種交流事業所紹介リス

トが皆様のご協力により出来

上がりました。25 年間会員と

して事業所紹介はありません。

このリスト参考に異業種を通じ、

仲間意識を樹立し、物を購入

するならクラブ会員から気持ちの問題です。や

がて、会員同士の仲間意識が盛り上がり、出席

率、大会防止、増強へと必ずクラブは向かいま

す。1～2年の時を駈け、必ず実行可能です。さ

あ、目的のため進もう。 

 

細野潤一会員 

先日の母親の葬儀に際し、

会の皆様には大変なお心遣

いを賜り、この場をお借りしま

して心より御礼申し上げます。

ありがとうございました、 
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出席報告 柿沼洋一 委員長 

 

 

 

※今月より小林忠司会員は出席免除 

 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 

 

 

前回までの合計 107,392 円

本 日 の 合 計 25,000 円

次回繰越金合計 132,392 円  

 

 本日 修正 

 8月 8日 8月 1日 7月 25日 

 1253回 1252回 1251回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 35 35 36 

出 席 数 26 28 24 

欠 席 数 8 6 8 

例会出席率 74.23% 80.00% 66.67% 

Ｍ Ｕ 数 1 1 4 

合計出席数 27 29 28 

出 席 率 77.14% 82.86% 77.78% 

赤文字は修正 

個人スマイル 

馬場会員・・・先日のみだ薬師縁日は雨も降りましたが

無事終了しました。 

会員スマイル １ 

  鴻神社伊藤宮司様卓話よろしくお願いします。 

津田健三会員・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・山口光男会員・

松本安永会員・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・田邊 聖会

員・寺西修身会員・成田志津子会員・木下純一会員・

宮内たけし会員・松村豪一会員・久保学会員・中島安

啓会員・星野光生会員・大石正行会員 
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編集後記 

宮内たけし 

だいぶ前の新聞の切り抜きを見つけた。 

 

おじさん、サンキュー 

ボケ防止に英語の勉強をしている。先日、電車

を待ちながら、駅のベンチで単語帳を開いてい

た時、大工さんだろうかニッカーボッカー姿の

おじさんが隣に座った。 

こちらを眺めていたようで、話しかけてきた。 

「あんた、えらいね。それを覚えたからって一銭

の金にもならないだろうに。そんなに励んでえら

いもんだなあ」 

本当に感心したような顔をしている。それで私

は、すっかりいい気持になり、「いえ、それほど

でも」などと照れながら、もごもご言った。そこへ

電車が来たから、それぞれに乗った。 

それだけの話である。 

だけど、どんなことだろうと、人にほめれるって

嬉しいことだ。幾つになってもうれしい。電車の

中で思い出しては、顔がほころんで、いい顔し

ていて素敵な男だったなどと、勝手に決めてい

る。 

子供をもっと褒めて育てるんだった。これからは、

せめて夫を誉めて暮らそう。金遣いが荒いので

はなく、気前がいいのだ。頑固でなくて，信念

のある人なんだ。お人よしではなく、寛大な心

の人なんだ。そう思うと、ほめるところは結構あり

そうだ。 

学校の先生が、生徒の何かを見つけてほめる

なら、生徒はどんなに勉強に励むことだろうか。

どんなにやる気を出すだろうか。60 歳過ぎた私

でさえ、偉いといわれて、すっかりその気になり、

やる気満々。来年こそは資格試験を受けようと

張り切っている。 

ニッカボッカーさん、ありがとう！ 

                     （61歳主婦） 

私は、かって家内のいいところ 100 項目を書き

だしたことがある。 やってみよう！ お勧めす

る！   何かいいことがあるかもしれない！ 

今後の活動予定 

 

 

 

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 18：00点鐘 

卓話： 

鴻巣市観光協会会長 清水

岩夫様 

8月 29日

（水） 

第 1255回通常例会 

クラブフォーラム： 

 2020年委員会 

9月 5日

（水） 

第 1256回通常例会 

結婚誕生祝い 

ガバナー公式訪問リハーサル 

9月 12日

（水） 

第 1257回通常例会 

ガバナー公式訪問 

中川高志ガバナー 

花チャリティー 

9月 19日

（水） 

第 1258回移動例会 

夜間例会 １９：００～ 

和風レストランとき 

炉辺会合 

9月 26日

（水） 

第 1259回通常例会 

IM実行委員会 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

10月 3日

（水） 

振替休会 

(10月 13日鴻巣花火大会) 

10月10日

（水） 

第 1260回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

10月13日

（土） 

第 1261回移動例会 

第 17回こうのす花火大会 

18：30 開会 糠田グラウンド 

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 


