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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) 

四つのテスト唱和 

坂口正城 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 

四つのテスト唱和 坂口正城会員 

会長挨拶 加藤文男会長 

幹事報告 石井英男幹事 

お客様  吉田豊治様 

   地区新世代部門長 片寄芳美様 

委員会報告 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

 ロータリー財団委員会 井上脩士委員長 

クラブフォーラム 

 クラブ活性化部門 小畑正勝部門長 

  ＳＡＡ 松本安永部門長 

  管理運営部門 小林玲子部門長 

 プログラム・出席委員会 宮城 仁委員長 

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 919 回例会 2011 年７月 20 日 

日 
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会長挨拶            加藤文男 会長 

皆さんこんにちは、吉

田パストガバナー、片寄

新世代部門委員長ようこ

そ鴻巣水曜ロータリーク

ラブへおいで頂きまして

ありがとうございます。 

本日は現下の電力事情により月 2 回は例会

場を変えるということでの初めての移動例会で

あります。またこのような機会ですので今日は電

気のことについて話します。ピーク電気使用量

15％カットの要請で多くの事業所で通常土、日

の休みを前後にずらした会社が多いのはニュ

ースでご存知だと思います。それを聞いていや

な予感がしたのですが、結論を言いますと、そ

の予感は当たり、私の会社は原則休みはなくな

りました。人件費、電気総使用料は増えてなに

もメリットはありません。これが日本なのかな、日

本という風土なのかなと考えないとどうしようもな

いですね。 

ところでこの 15％カットの数値、最初は 25％

でしたけど、どこから発生した数値だかご存知

の方いらっしゃいますか？多分どなたも知らな

いと思います。根拠はありませんから。全くなく

はないんですけど、どうでもいい数値なんです

ね。おそらく「原子力発電がないと皆さん困りま

すね」それと緊急避難的には火力発電に頼らざ

るを得ませんから発電の製造原価があがります。

この 2 点が大きな理由だと思います。原発で生

活している人はたくさんいますし、製造原価が

上がると東電さん儲かりません。確かに長期で

発電を化石燃料に集中することは日本の安全

保障の観点からはけして良いことではないのは

わかりますけど、それにしても東電のために「節

電できなかったら罰金、電気事業法 27 条の使

い方を間違っていますね、罰金を払うのは東電

さんのほうですよね、確か記憶ではオイルショッ

クの時の法律ですから」何か日本は不思議な社

会だと思いませんか。空調の設定温度は 25℃、

照明は明るく、明るくないと照明ではありません。

電気は思いっきり使うべし、これが自論です。た

だ野放図に使えと言ってるのではありません。 

製造業に限りますけど、わたしのところの事

業所を含めて、日本の製造業は現下の電力事

情に関係なく、絶え間なく節電というよりは省エ

ネには注意を払ってきました。10 数年前の機械

に比べて今のプラントは約 27 ほど電気使用料

下がっています。プラントを更新するたびに電

気料は下がります。実際は増設もありますから

数値どおりになりませんけど、自分ではありとあ

らゆる方法で省エネにはチェックを入れていま

す。ディマンドメーター、総使用料の数値の確

認は毎月かかしません。今夏工場内の照明は

省エネタイプに全交換しました。去年までのリー

マンショックによる経済下での前年比 15％カット

は可能です。ただし条件は会社を倒産させれ

ばの話です。倒産したら 100％カットになります

ね。東日本大震災、原発事故は物心両面にも

のすごい影響を与えました。 

司馬遼太郎の作品に「この国のかたち」という

言葉が出てきますが、かたちはあるんでしょうけ

ど、見えにくくなりました。一国の首相の首を変

えればという生半可なことではありません。これ

以降は一人一人の問題だと思います。これで

会長挨拶を終わりにします。ありがとうございま

した。 

幹事報告          石井英男 幹事 

皆さんこんにちは。ザ.ハッ

ピー水曜日にようこそ。本日

は、パストガバナー吉田豊

治様に、部門委員長  片寄

芳美様 水曜ロータリークラ

ブに、ようこそいらっしゃいました。 

3回目の幹事報告ですが、 

① 7月 16日(土) ロータリー財団部門セミナー

参加。加藤会長、井上会員 ラフォーレ清

水園にて。 

② 7月 23日(土) 奉仕プロジェクト 参加予定 
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井上会員、間室会員、ラフォーレ清水園。 

③ 7月 23日(土) 交換留学生カウンセラー 

受け入れ関係者会議 参加予定。加藤会

長、カルタスホール。 

④ 7 月 30 日(土) 新世代部門セミナー。山口

会員、ラフレさいたま 4階。 

次週例会 7 月 28 日(木)ガーデンパレスにて 

PM 7:00 より 

内訳は親睦委員長より報告してもらいます。 

お客様挨拶    吉田豊治 パストガバナー 

今年2回目の訪問です。

前回の訪問時は「笑いが

大事」とお話ししました。 

毎年、富士山登山を行

っています。今年も、米

山学生・ライラ参加者 28

名と共に登ります。先日、下見で風速 30ｍのな

か、9 合目まで登ってきました。また、石垣島へ

妻と息子と 3名で行き、シュノーケリングでクラゲ

に刺されました。 

小林功会員へ吉田ＰＧより会員バッジ 

 

地区新世代部門長        片寄芳美 様 

7月 30日（土）、ラフレさ

いたまで新世代部門セミ

ナーが開かれます。そこ

で、津田仁美様に卓話を

お願いしました。そのお礼

で今日は訪問しました。今

年で、韓国との交流は 24回目になります。津田

様は、その交流を本にされたとお聞きし卓話を

依頼することになりました。よろしくお願いしま

す。 

委員会報告 

ロータリー財団委員会    井上脩士 委員長 

 7月 16日（土）清水園でロ

ータリー財団セミナーが開

かれ、加藤会長と出席して

津田パストの基調講演を聞

いてきました。ロータリーに

入会して得たものは、次の

ようなことです。 

① 世界中に友達ができた。 

② 企業経営で学ぶことが多い。 

③ RCの組織運営で我慢・寛容を学んだ。 

④ 奉仕する喜びを得た。 

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。 

クラブフォーラム 

クラブ活性化部門      小畑正勝 部門長 

本日は吉田パストガバ

ナー、片寄地区新世代部

門委員長、越谷单 RC より

お忙しい中ようこそ鴻巣水

曜 RCへお越しいただきま
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してありがとうございます。今年度クラブ活性化

部門委員長・小畑正勝です一年間宜しくお願

い申し上げます。三國ガバナー年度の地区テ

ーマは「ロータリーに新風を」です。地区重点目

標の一つに前年度より引き継ぎ「ストップ・ザ・会

員減少」が掲げられております。直前ガバナー

井橋年度で、会員減少に歯止めが掛ったので

はとガバナー事務所では確認しております。現

在の会員数資料では第 2770 地区 7 月 1 日会

員数は 2505名と成りました。 

鴻巣水曜 RC では地区の情報を活用して、会

長・幹事のオーラを発揮して、全会員のちから

を合わせクラブ活性化部門の成果を現したいと

思います 

具体的な目標 

◎ 地区よりの要望には、率先垂範を心がけ

る。 

◎ RI会長賞達成へのチャレンジ。 

◎ 出席率 90％台のキ－プ。 

◎ 新会員 5名以上の入会目標 

Ｓ Ａ Ａ              松本安永 SAA 

活動方針 

本年度会長のクラブテー

マは、「Ｔｈｅ Ｈａｐｐｙ 水曜

日 ロータリーに誇りを！」を

掲げております。会長方針に

従い、厳粛な中にも和やか、

かつ充実した例会場づくりを実施して行きたい

と思います。 

活動計画及び実施方法 

1. 例会前の握手会は、継続致します。仲間を

確認しあいましょう。 

2. 節電を考慮し、照明は必要最小限とする。照

明は落としても皆で明るい会場にしましょう。 

3. 第 2 例会以降のホーム例会プログラムに抒

情歌斉唱を取り入れる。夢と希望にあふれた

若かりし時代を思い起こしましょう。 

4. クラブ管理運営部門・各委員会と連携を取り、

例会を運営します。皆で例会を進めましょう。 

5. 会長及び各委員会、委員長との例会前の打

ち合わせに参加し、充実した内容になるよう

会場監督を致します。 

クラブ管理運営部門     小林玲子 部門長 

今年度は、SAA・プログラ

ム・出席委員会で例会委員

会と位置づけ例会を進める

計画をしています。親睦家族

委員会では親睦を重視しま

す。広報・情報委員会はクラ

ブ内外に対し、情報の共有を実施するよう計画

をします。またクラブ会報は手作りとし、記録より

情報発信を主体におき欠席会員の出席を促す

事を目的とします。部門内、各委員会の連携と

相互協力を図りながらのクラブ運営に努めま

す。 

中・長期計画委員会    小林玲子 委員長 

活動方針 

創立 25年、30年後のわがクラブを見据えて、

RIの中・長期計画を参考にして活動する。 

活動計画及び実施方法 

ロータリー活動のなかから、会員の諸々の意

見を汲み取る。 

わがクラブの既存活動の棚卸をする。 

継続と変化を基本に選択をする。 

年 2回、委員会発表をする。 

 

クラブ会報委員会     小林 玲子 委員長 

活動方針 

手作りによるクラブ会報発行の 5 年目を継続

し、欠席者にもしっかりと把握できるクラブ会

報をめざします。 

活動計画及び実施方法 

1. 写真撮影（デジカメ）、発行者からの原稿集

め、FAX、メールを決められた日までに回

収して、会報委員は全員で作成します。 

2. クラブ会報委員、会員をテーマにしたパソ

コン勉強会を開催します。 
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なぜか寂しげな山川泰利 会員 

 

出席報告           宮城 仁 委員長 

 

スマイル報告        井上脩士 副 SAA 

 

前回までの合計 39,000 円
今 回 の 合 計 23,000 円
次回繰越金合計 62,000 円  

 

 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 7月 20日 7月 13日 7月 6日 

 919回 918回 917回 

 移動例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 17 17 17 

欠 席 数 14 14 14 

例会出席率 54.84％ 54.84% 54.8% 

Ｍ Ｕ 数 4 2 4 

合計出席数 21 19 21 

出 席 率 67.74% 61.29％ 67.7％ 

お客様スマイル 

吉田豊治様・・・本日はお世話になります。 

片寄芳美様・・・本日はお世話になります。 

スマイル 1  ようこそ、吉田豊治様、片寄芳美様 

紀陸一夫会員・津田健三会員・宮城仁会員・小畑正勝会

員・井田喜代志会員・馬場知行会員・松本安永会員・山

口光男会員・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・小林功会員・山川

泰利会員・坂口正城会員 

第 920回 7月 28日 移動例会 

ホテル ガーデンパレス 
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編集後記 

台風 6号の雨で雨漏りがした。RC会員 FO

に頼んで見てもらったら震災の影響か外壁にク

ラックが見つかった。その時、たまたま来てた人

が FOの知り合い、ふしぎですね？異業種交流

ですね。                     （S.I） 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

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 

8月 3日 

（水） 

第 921回 通常例会 

会員・配偶者誕生祝い・結婚月祝い 

花チャリティー 

8月10日 

（水） 

第 922回通常例会 

外来卓話 地区会員増強維持部門 

8月17日 

（水） 
休会 

8月24日 

（水） 

第 923回移動例会 

鴻巣カントリークラブ  

12：00食事 

12：30点鐘 

卓話 津田パスト会長 

8月31日 

（水） 

第 924回移動例会 

バーベキュー サニベル 

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 


