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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 

 

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 

竹内 廣 会員 

尾花ガバナー補佐、大

塚補佐幹事ようこそおいで

くださいました。本日は宜し

くお願いします。暑い日が

続いておりますが本日もが

んばっていきましょう。 

会長挨拶            加藤文男 会長 

皆さんこんにちは、本日

は尾花ガバナー補佐、大

塚ガバナー補佐幹事をは

じめたくさんの方にお越し

いただいております。尾花

ガバナー補佐より、会長幹事会で 15 分程の時

間をとの事でしたが時間は充分にありますので

宜しくお願い致します。今日の例会はごらんの

ように多くのプログラムを抱えておりますので、こ

れで会長挨拶にかえます。ありがとうございまし

た。 

例会プログラム 

司会 井上脩士副 SAA 

点鐘 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

四つのテスト唱和 竹内 廣会員 

会長挨拶 加藤文男会長 

幹事報告 石井英男幹事 

お客様  第 5Gガバナー補佐 尾花正明様 

補佐幹事 大塚崇行様 

     鴻巣商工会青年部 田邊 治様 

委員会報告 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 間室照雄副 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 918 回例会 2011 年７月 13 日 

日 
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幹事報告          石井英男 幹事 

皆さんこんにちは。現在、

表の気温は優に 30度を超え

ています。大変暑いですね。 

本日は第 5 グループガバ

ナー補佐 尾花正明様、大

塚様ようこそ水曜ロータリー

クラブのホーム例会に、お越し頂きました。また、

鴻巣市商工会青年部 5名の皆さんようこそ水曜

ロータリーへ。 

加藤会長年度になって 2回目の例会です。 

幹事報告として、 

次週 7月 20日(水) の例会はレストランときで

12：30 点鐘となります。お間違いのないよう、お

願い致します。 

鴻巣市商工会青年部 鴻巣花火実行委員会 

部長 豊島直樹 様 

第 10 回こうのす花火大会について、お願い

に上がりました。負けるな日本 東日本大震災

復興支援、広がれ支援の輪と題して開催するこ

とになりました。世の中が自粛ムードの中で私た

ちは自粛を自粛しようと言うことで、10 月 8 日

（土）雨天順延で9日開催です。宜しくお願いい

たします。 

実行委員長 田邊 治 様 

 

今年度実行委員長を仰せつかった田邊です。

父がお世話になっておりますが、また水曜ロー

タリークラブの皆さんには毎年お世話になって

おりますが今年も宜しくお願いいたします。 

申込書を置いていきますので宜しくお願いいた

します。 

 参加費 10,000円より 

 協賛申し込み締め切り日 8月 31日 

2011～2012年度 

RI第 2770地区第 5グループガバナー補佐 

尾花正明 様 

第 5 グループガバナー

補佐を勤めさせていただ

きます上尾ロータリークラ

ブ所属の尾花正明でござ

います。 

もとより浅学非才の私で

すので、本日ご出席の皆

様をはじめとするロータリーファミリーの方々の

ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

大塚年度地区大会実行委員長として第 5 グ

ループの皆様に一方ならぬお力添えをいただ

き、そのご恩返しの意味を含めて僭越ながら受

任させていただきました。 

津田パストガバナー様には、諮問委員として

適切なアドバイスをいただき、鴻巣水曜 RC の

皆様には新世代フォーラム・友愛展示コーナー

の実施にあたり大変なご協力をいただきました

事に改めてお礼申し上げます。 

言うまでもなく、ロータリー活動の中核は地区

でもグループでもなく、地域に根ざしたそれぞ

れのロータリークラブであり、ガバナー補佐の役

割はガバナーと各クラブとの意思の疎通を図り、

情報の共有を推し進めることと先輩から教えら

れてまいりました。 

RI カルヤン・バネルジー会長の「心の中をみ

つめよう博愛を広げるために」とのテーマに従

い、まずはじめに私自身の行動規範がロータリ

ーの理想とするところに位置しているか、そして

理想を実現する生活を営んでいるかを見つめ

直すことから始めたいと存じます。 

バネルジー会長は、インドのカルカッタ出身
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で仏教思想が裏付けになっているとお見受け

いたしました。仏教では、自己変革からスタート

し、自我の拡大をすすめてゆくと、宇宙大に拡

がると教えております。自己を見つめ直す事か

ら始まるとのターゲットであると思います。 

三國ガバナーの運営スタンスの何点かにつ

いてお話をさせていただきます。 

 東日本大震災からの復活に全力を→東日

本大震災復興基金の活用 

 奉仕活動の基本スタンスを震災復興に置く 

 懇親会の質素化 

 2770名会員の達成 

以上 4点がポイントであると思います。 

グループの一大行事である IMに関しては、こ

こ数年ロータリーを理解していただくことを含め

て、外部の方をお招きしてのオープンミーティン

グに重きを置かれておりましたが、本年度は規

定審議会で第5奉仕部門として位置付けられた

「新世代奉仕部門」に着目したロータリアンの研

修と致したいと存じます。 

そして、各クラブで過去において取り組んで

きた新世代プログラム参加者のデーターベース

化を実行し、将来のロータリアン増強への布石

をうちたいと考えます。 

私自身も、父に連れられてロータリークラブの

クリスマスに１度参加いたしましたが、その後数

年間接点がなかった時、大学時代に RAC設立

メンバーとして活動した事が縁で現在に至って

おります。 

「おばたまさかつ」ガバナー補佐から私「おば

なまさあき」にバトンタッチしていただいたわけ

ですが、ひらがなで書くと 3 文字しか変わりませ

ん。どうか昨年度と同様のお力添えをお願い申

し上げガバナー補佐就任の挨拶とさせていた

だきます。   

ガバナー補佐幹事 大塚崇行 様 

前年度は上尾クラブの

会長としてお世話になりま

した。今年度はガバナー

補佐の幹事として、尾花さ

んを支えていきたいと思

いますので宜しくお願い

いたします。 

クラブフォーラム 

ロータリー財団･米山記念奨学部門 

竹内 廣 部門長 

ロータリー財団事業・米山記念奨学制度の理

解をいっそう深め、当クラブの達成目標に向け、

会員各位に積極的に努力していただきたい、そ

の結果がロータリー活動の

ステータスの向上と奉仕活

動の向上、それらの向上を

以て会員増強につながる

部門にしたい。尚詳細は各

委員長の活動方針を全員

に徹底し、部門としてとりまとめていきたい。 

我が鴻巣水曜ロータリークラブはクラブスター

ト 19年予定寄付を超えて実施しています。 

奉仕プロジェクト部門    寺澤銀三 部門長 

社会奉仕活動の中で毎

年行っている行事でふれあ

い鴻巣ウオーキングがあり

ます。そして、毎年充実して

きていると思いますが、継続

は力なりの通りだと思います。

次に植樹があります。草取りや水やりを子どもを

育てるように常に見守ってやるようにするべきだ

と思います、大きくなるのを楽しみにしておりま

す。 

自分事ですが 20日ほど前にしだれ紅葉を買

いましたが 1，2 回ほど水やりをさぼったら枯れ

てしまいました。また間室さんのご指導のもと、
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全員ではぐくんでいきましょう。 

今日の尾花さんの話の中で東日本大震災の

話を聞き、目頭が熱くなって、今でも跳んでいき、

尐しでも泥を掻き出してやりたいと思いました。

三國ガバナーが言われるように、良いことは進

んでチャレジしましょう。そして、そのときは鮭を

だしにいっぱい飲みましょう。 

新世代部門          山口光男 部門長 

今年度、三国ガバナー

も大変力を入れている新

世代の育成は、日本の未

来を託すために最も重要

なプログラムと考えていま

す。我がクラブも、津田ガバナーの時に中学生

職場体験の事業を取り入れ、多くの会員の皆様

に現在も協力を頂いている事業になります。特

に今年度は、津田ガバナーのお孫さんが青尐

年交換留学生としてアメリカへ留学します。した

がって、我がクラブも受入れをしなくてはなりま

せん。原発の関係で来日がはっきりしていませ

んが、その時は皆様のご支援ご協力をお願い

します。 

 

親睦家族委員会       加藤 勉 委員長 

7月 28日（木）熊谷ガーデ

ンパレスにて納涼例会が開

催されます。元会員の早川

さんの前とドンキホーテ駐車

場にバスがきますので乗り合

わせで参加してください。 

又、親睦旅行も別紙のように企画しました。

世界遺産である中尊寺や毛越寺などを見たい

と思います。2 時間ほどバスでかかるのですが、

被災地の物産館によって、買い物で応援したい

と思います。 

 日程 9月 10日（土）～12日（月） 

大勢の参加をお願いいたします。 

出席報告           宮城 仁 委員長 

出席率の向上を目指してお

ります。お弁当の手配の関

係で必ずお返事をください。

ひつっこく何回でも催促しま

すが気を悪くしないでくださ

い、出席率の向上にがんば

りたいと思います。 

 本日 修正 

 7月 13日 7月 6日 月 日 

 918回 917回 回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 31 31  

出 席 数 17 17  

欠 席 数 14 14  

例会出席率 54.84% 54.84% % 

Ｍ Ｕ 数 2 4  

合計出席数 19 21  

出 席 率 61.29% 67.74％ ％ 
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スマイル報告        間室照雄 副 SAA 

 

前回までの合計 17,000 円

本 日 の 合 計 22,000 円

次回繰越金合計 39,000 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

暑い夏が続いておりますが、熱いのは人間だ

けではなく、草も木も花も精一杯耐えています。 

こんなときの水やりは朝早くやるようにするの

が良いようです。夕方にもやるといっそう元気に

なりますよ。 

 

 

 

お客様スマイル 

尾花正明様：本年度ガバナー補佐として宜しくお願いいた

します。 

大塚崇行様：本年度ガバナー補佐幹事として宜しくお願い

いたします。 

スマイル 1 RI第 2770地区第 5グループ 

ガバナー補佐尾花正明様、補佐幹事大塚崇行様ようこそ 

紀陸一夫会員・津田健三会員・高野剛会員・竹内廣会

員・宮城仁会員・小畑正勝会員・加藤勉会員・寺澤銀三

会員・井田喜代志会員・山口光男会員・間室照雄会員・

加藤文男会員・井上脩士会員・石井英男会員・仁見惠美

子会員・小林玲子会員 

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 

  

  

  

  



6 / 6 

 

 
 

 

 

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 


