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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 我等の生業 

 

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 

国歌及び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 

ロータリーの目的及び四つのテスト唱和 

 小畑正勝 会員 

会長挨拶 寺西修身 会長 

幹事報告 成田志津子 幹事 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い   蓮江郁夫会員  馬場知行会員 

石井英男会員  大澤二三夫会員  細野潤一会員 

配偶者誕生祝い   津田仁美様  寺澤トシ様 

成田康雄様  間室伸子さま 

結婚月祝い   坂口正城会員  田邊聖会員 

宮内たけし会員 

会員卓話 今年の抱負 川邉城治 会員 

クラブ研修情報・雑誌 坂口正城 委員長 

委員会報告 

異業種交流委員会 宮城 仁 委員長 

クラブ会報委員会 宮内たけし 委員長 

出席報告 田邊 聖 副委員長 

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 

こんにちは、立春も過ぎ、春

の日差しは有りますが、まだま

だ寒中です。今年は寒暖の差

が激しく、インフルエンザが大流

行しています。ご自愛下さい。 

さて、2月 11日は建国記念日

です。良く分からないので、例を

挙げて説明します。昭和 15 年に当時の海軍に

制式採用された戦闘機が有りました。皆様ご存

じの 0 式艦上戦闘機～0 戦が東京三鷹の中島

航空機製造会社から誕生しました。その年号が

皇紀 2600年でしたので0式と登録されています。

今は平成 31年ですから皇紀では 2697年となり

ます。本年 5月 1日から年号も変わります。4月

1 日には政府から発表されますので楽しみです。

多くの会員様は昭和～平成～次の年号と変わ

ります。 

建国記念日として日本人が理解することは国

旗と国歌の成り立ちと運用です。国旗としての

（日の丸）は正式には日章旗といいます。昔から

日本人に馴染みですが広く掲揚される様になっ

たのは明治時代からです。基は平安末期の源

平の合戦で源氏の目印が今の日の丸（白地に

赤の丸）、それに対し平家は赤地に金の丸でし

た。結局源氏が勝ち、それに従う様に現在の日

の丸が定着していきました。 

最近では国会にて 1999 年に公布・施行され

た（国旗および国歌に関する法律）規定により

正式に制定されています。慶事、祝日等には掲

げる様に決められています。海外の国でも国歌、

国旗大切に扱われ、敬意を受けています。近隣

の国のぞんざいな扱いには国際的常識を疑い、

自己中としか言えない態度には断固抗議が必

要です。 

また、国歌としての（君が代）は世界一短い国

歌ですが歌詞は 3番まであった事はご存じです

か？歌詞としては平安時代の古今和歌集に詠

み人知らずで掲載されています。歌詞の意味は

身近な人の長寿を祈る唄ですし、更に男女の

永遠の絆を歌った恋の歌ともとれる崇高な歌詞

です。決して天皇礼賛の歌ではなく、世間一般

に通じる意味です。 

一方、最近は 2020年の東京オリンピックを目

指したスポーツの日本選手の活躍が目立ちま

す。最近ではテニスの大坂なおみ選手の 4 大

大会連覇（全米、全豪）し、男女通じてアジア勢

初めての世界 1 位にランクされています。彼女

の生涯獲得賞金額も 10 億円を超えています。

まだ 21歳なのでこれからの活躍が楽しみです。

他のスポーツでは男女バトミントンや男女卓球、

競泳、最近ではダーツ等今まで外国の選手に

勝てなかった種目で世界一にランクされるなど

活躍が目覚ましいです。冬のスポーツでも男女

ジャンプやスケート、複合、フィギュアスケートの

活躍が目覚ましいです。 

最近終了したサッカーのアジアカップでは並

み居る強豪に苦戦続きでしたが、日本チームは

準優勝を遂げました。実に立派な業績ですが、

優勝を目指していただけに少し残念な気持ちも

します。プロとして今回はアジアサッカー連盟か

ら賞金 320 万ドル、優勝したカタールには 520

万ドル、ベスト 4には 120万ドルが与えられてい

ます。日本としても今後に役立つ賞金の使い方

を願います。昨年のサッカーＦＩＦＡワールドカッ

プは全世界を巻き込んだ大会ですので賞金総

額も桁違い、優勝したフランスには賞金として

3800万ドル、準優勝のクロアチアは 2800万ドル、

日本も約 15 億円獲得しています。賞金総額は

約 900 億円にも達しています。凄い額で公式ス

ポンサーやＴＶ放映権も数十億円単位との事で

すので大変ですね。 
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幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) 2/24 ＩＭリハーサル 18

時〜クレア鴻巣 

(2) 2/27  ＩＭ  会員午前

10時集合クレア鴻巣 

(3) 3/ 2    1000日会員の

集い 18時〜パレスホテ

ル 

(4) 3/14   会長エレクト研修セミナー9時ラフ

レ埼玉 

(5) 3/18  4 クラブ合同例会 鴻巣市民活動セ

ンター 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い 

馬場知行 会員 

 

本日をもって、大台の７０歳

になりました。 老人と言われ

るのも不本意だしそうかといっ

て、体の部分が少しずつ壊れ

ていくのも確かです。体をケア

して、長くゴルフができるよう頑

張ります。 

大澤二三夫 会員 

 

2月 22日で 63歳になります。現在、平成 31

年ですが、平成 31 年の H を S に帰ると私が生

まれた昭和 31年 2月 22日で

す。新年号になりましても、宜

しくお願い致します。今日は

お祝い有難う御座いました。 

 

 

細野潤一 会員 

 

今月で７１歳になります。一

日一日を毎日楽しく生活して

います。 

ソーシャルダンスを始めまし

た。カラオケも誘われれば喜

んで参加します。スキーも、ダ

イビングも楽しみます。これからもよろしくお願い

します。 

ふれあいウィオーキングご協力お願いいたし

ます。 

石井英男 会員 

 

本日、誕生日祝いありがとう

ございます。 

2月 16日が、誕生日で 60

代半ば過ぎになります。歌の

歌詞にあるように、長いようで

と思っても、過ぎてみれば短

い人生、これからの人生を有意義に日々を楽し

く生きたいです。 
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奥様誕生祝い 

津田健三 会員 

 

生まれたのが昭和 12年 2月

10日生まれです。今日も英語

の学校に勉強に行っています。

歳を老いるにしたがって、少し

ずつ妻のほうが強くなり、私の

ほうが優しくなっています。 

いずれにしても、元気なので幸せです。 今

日はありがとうございます。 

寺澤トシ様の誕生祝 

すでに寺澤会員は昨年末に退会されています

が、お祝いは前期に 

お預かりしていますので、本日お祝いのお花を

プレゼントに持参いたします。 

「ご主人様からの最後のプレゼントです！」 

間室照雄 会員 

 

家内は2月24日が誕生日

です。毎日忙しく働いていま

す。 

2 月 17 日には、ＮＨＫの

工芸に出る予定で、先日収

録したところです。 

私は、少し暇になっておりますが、家内は

益々忙しくしています。 

成田康雄 様 

 

結婚月祝い 

坂口正城 会員 

 

2月 3日説文節分が 35回

目の記念日です。 

家内は病気のため入院中

ですので、なるべく逢いにい

っています。 

 

田邊 聖 会員 

 

皆さまこんにちは。平成 3年 2

月 16日が結婚記念日で 28年

が経ちました。二人の子供に

恵まれました。長女は 26歳、

社会人 6年目です。アパレル

のお店で販売スタッフをしてい

ます。長男は 23歳、大学の 4年生で 4月から

は大学院に進学することになっています。 
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宮内たけし 会員 

 

2 月 25 日で 50 回目の結婚

記念日を迎えます。家内には

多変苦労を掛けてまいりました。

家内がいてくれて今があること

に感謝しています。 

これからも、仲良く、健康で、

人生を過ごしたいと思っています。 

この場を借りまして 1件ご案内させていただき

ます。「恋の津軽十三湖」歌碑見学ツアーを企

画しました。お手元の資料をご覧ください。 

20 名限定のツアーですので早めのお申し込み

をお願い致します。 

乾杯 

 

地区より委嘱状交付 

地区諮問委員会委員 津田健三 会員 

 
 

地区奉仕プロジェクト職業奉仕部門 

職業奉仕委員会委員 石井英男 会員 

 

地区奉仕プロジェクト社会奉仕部門 

 ブライダル委員会委員長 大澤二三夫会員 

 
 

後援協賛金授与 

鴻巣吹奏楽団事務局長 松本安永 会員 

 

会員卓話 

今年の抱負 

川邉城治 会員 

明けましておめでとうご

ざいます。私の今年の抱負

ですが、公私の私ですが、

健康のため一日 4 本の煙草

を一日 1本にすること。 

公の方は仕事で現場と営
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業のそれぞれの右腕を育てていくことです。 

 

委員会報告 

クラブ研修・広報雑誌委員会 

 坂口正城 委員長 

毎月皆様の元へ届く「ロータリ

ーの友」には世界各地にあるロ

ータリーの国際的な活動の紹

介などが 

沢山掲載されています。今月

の特集は「難民を知る」です。

日本にいる私たちにはあまり身近とはい 

えない問題ですがロータリーを通じて私たちに

何ができるのかなどを読んでいると考えさせられ

るも 

のがあります。あまり読むことが少ない方もいら

っしゃるかと思いますが是非読んでいただけた

らと 

思います。 

 

異業種交流委員会 宮城 仁 委員長 

異業種交流は、クラブ内の

心と心がつながる本当の交

流です。今年 1 月の数表は

133件 

金額は 1,698,000円です。

これからも協力していただ

き、皆様と共にクラブ活性に努力しましょう。 

 

クラブ会報委員会 宮内たけし 委員長 

会報の原稿が届かず編集

上大変苦労しています。 

皆さんのご協力をお願い

致します。その日の手書きの

原稿はその日のうちに提出

してください。少なくとも、

金曜日が締切ですのでメールで送られる方

は、ご協力お願いします。 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

 

 

 

 本日 修正 

 ２月 6日 １月 23日 １月 16日 

 1275回 1274回 1273回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 32 34 32 

出 席 数 21  18 

欠 席 数 11  14 

例会出席率 65.63％ 100.00％ 56.25％ 

Ｍ Ｕ 数 1  2 

合計出席数 22  20 

出 席 率 68.75％ 100.00％ 62.50％ 

赤文字は修正 
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スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 
 

前回までの合計 402,392 円
本 日 の 合 計 22,000 円
次回繰越金合計 424,392 円

 

 

 

 

 

個人スマイル 

 馬場知行会員 本日 70歳になりました。これからも頑張りま

す。 

会員スマイル 

 恵みの雨・インフルエンザ撲滅 

津田健三会員・宮城仁会員・小畑正勝会員・加藤勉会

員・山口光男会員・間室照雄会員・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・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・川邉城治会員・星野光生会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 13日

（水） 

第 1276回通常例会 
外来卓話 地区国際奉仕委員会 

鴻巣 RC 宮沢英修氏 

花チャリティー 

2月 14日

（木） 

委員会 
ふれあい鴻巣ウォーキング 全体会議 

18：30～ 鴻巣市総合福祉センター 

2月 20日

（水） 

第 1277回通常例会 

クラブフォーラム 

IM準備：第 6回 IM実行委員会 

2月 24日

（日） 

実行委員会 

IM リハーサル 
18：00～ クレアこうのす小ホール 

2月 27日

（水） 

第 1278回移動例会 

第 5G IM 

クレアこうのす小ホール(式典) 

〃  ３F大会議室(懇親会) 

10：00 会員集合 

3月 6日

（水） 

第 1279回通常例会 

結婚誕生祝い 
クラブフォーラム IM総括 

クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

花チャリティー 

3月 13日

（水） 

第 1280回通常例会 

会員卓話 井上脩士会員 

R財団・米山について 

3月 14日

（木） 

委員会 
ふれあい鴻巣ウォーキング全体会議 

18：30～ 鴻巣市総合福祉センター 

3月 18日

（月） 

第 1281回移動例会 

４RC合同例会 

卓話 原口和久鴻巣市長 
18：30 点鐘 市民活動センター 

3月 20日

（水） 
振替休会 

3月 27日

（水） 

第 1282回移動例会 

献血 
12：00～ 鴻巣市総合福祉センター 

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 


