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司会進行 石井英男 SAA 

 

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  

蓮江郁夫 会員 

 

会長挨拶 寺西修身 会長 

皆様こんにちは、4 月に入り

いよいよ当クラブの最大イベン

トの（ふれあい鴻巣ウォーキン

グ26回大会）を実施致します。

会員全員のご協力が必要です

ので、宜しくお願いします。ま

だ、後 16 日有りますのでより多くの参加者を募

って下さい。 

さて、5月 1日より元号が（令和）に変更されま

す。最近では天皇の崩御に伴う元号改正が行

われていましたが、今回は画期的な禅譲による

天皇陛下の交代です。勿論現皇太子も既に 59

歳ですのでかなり遅いとは感じますが？ 

元々元号は 645 年の大化の改新に伴い、日

本独自の元号を作り受け継ぐことから始まりまし

た。また、（日本）の国名も 672 年に天武天皇の

治世で制定されました。それまでは中国から倭

国と呼ばれていました。 

飛鳥時代は 645 年から、奈良時代は（霊亀）、
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平安時代は（大同）、鎌倉時代は（建久）、南北

朝時代は（元徳）、室町時代は（明徳）、安土桃

山時代は（天正）、江戸時代は（元和）、江戸時

代の終わりは（慶応）、明治、大正、昭和、平成

と元号が引き継がれ（令和）で 251番目です。 

（令和）の意味は人々が美しく心を寄せ合う

中で文化が生まれ育つ。梅の花の様に日本人

が明日への希望を咲かせる国であります様

に！（出展は万葉集） 

4月 10日は駅弁の日です。日本最初の駅弁

は 1885年 7月 16日に栃木県宇都宮駅で販売

された（おにぎり）が最初。最近の人気駅弁①広

島の（あなごめし）②佐賀県鳥栖の（有田焼カレ

ー）③湘南の（鯵の押し寿司）④群馬県下仁田

の（峠の釜飯）です。 

東京駅周辺では実に 1000 種類以上の駅弁

販売が有りますが、人気上位３位は 

①  （上にぎり）築地竹若 ￥1,550 

②  (イベリコ豚と山形育ちのハンバーグ

DOBLE MEAT BENTO) eashion \1,599 

③  (ロースステーキ重 )  浅草鉄板亭 

￥1,295(浅草今半) 

5月 15日は築地場外市場と東京オリンピック

施設の見学を実施します。当日は例会扱いで

AM9:10 に鴻巣駅東口の山崎デイリーストア前

に集合 AM9:30に出発、中型バス移動、築地で

美味しい寿司昼食と買い物をして頂き、PM2 よ

り施設見学をする予定です。鴻巣駅前到着予

定は PM6 です。是非会員とご家族、奥様の沢

山のご参加をお願いします。計画では 20 名を

予定、各自会費は 11,000円です。 

締切は 5 月 8 日で会費と一緒に幹事寺西ま

でお渡し下さい。 

幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) 3/27献血例会、4/3第 5G

ゴルフコンペ御協力感謝 

(2) 4/8ふれあい鴻巣ウォー

キング第 6回総務部会 

(3) 4/10次年度理事役員初

顔合わせ 18時 30分〜 

(4) 4/16桶川イブニング主幹会長幹事会 18時

〜 

(5) 4/17ふれあい鴻巣ウォーキング決起大会

18時 30           鴻巣市福祉センター 

以上 
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結婚誕生祝い 

会員誕生祝い 

柿沼洋一会員 

 

4月 20日で 59歳になります。4月 24日結婚

記念日で、32 年になります。これからも身体に

注意して、夫婦仲良く頑張ります。 

ありがとうございました。 

松村豪一会員 

 

私は 4 月 25 日で 83 歳を迎

えます。これまで生きてこられ

たのも、家内の内助の功ばかり

でなく、鴻巣水曜ロータリーの

次期会長である田辺さん、木

下さん、大沢さん、石井さん、

星野さん、柿沼さん、津田さん、宮城さん、小畑

さん、寺西さん、宮内さん始めロータリーの皆さ

んの御影です。厚く感謝しております。また、先

ほどは、私の誕生の御祝いに結構な果物を頂

戴いたしまして真に有難うございました。今後と

もよろしくお願い致します。 

奥様誕生祝い 

宮坂晴子様 

 
本日はありがとうございまし

た。家内は 56 歳になります。

以前はビールとワインを少々

嗜んでおりましたが、最近は、

ハイボールを覚え、毎日 2 人

で飲んでいます。 

 

加藤はつ子様 

 

私の奥さんのお祝いありが

とうございました。最近、健康

で旅行を楽しんでいます。4月

7日で 74歳になりました。 

竹内先生のところで、2月の

検診で、私と女房と娘の 3 人

で診てもらいましたが 3 人とも

オール Aでした。 

これからも頑張っていきたいと思います。 
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馬場好江様 

 

4月 14日に 66歳になります。

私とは、4 歳違いで、とうとう私

は７０の大台になりました。 

仲良く長生きしたいと思いま

す。ありがとうございました。 

 

結婚月祝い 

小林忠司会員 

 

結婚後 49年です。今は 2人

のんびりと暮らしております。今

後も仲良くやっていきたいと思

います。 

 

 

山口光男会員 

 

4月 20日が結婚記念日とい

うことで、44周年になります。７

日の日曜日に、群馬県甘楽

町の桜を見に行きましたが、

その公園に石碑があり結婚年

数について 45 周年は、絹婚

式というそうです。それに向けて健康で頑張っ

ていきたいと思います。本日は、誠にありがとう

ございました。 

松本安永会員 

 

結婚記念日は丁度本日 4月

10 日で今の天皇陛下と同じで

す。陛下は 60年の記念の年と

いうことですが、私は本日 42

回目となります。 

今日水曜日は定休日です

が、ここに来るとき家内と息子に店から送り出し

てもらいました。まだしばらくは一緒に仕事をし

ていくことと思いますのでよろしくお願い致しま

す。 

柿沼洋一会員 
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乾杯 

 

 

外来卓話 

「未病とサプリメント(健康食品)＆滋養強壮薬」 

薬剤師 黒澤 章 様 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

財務委員会 委員長 井上脩士 

2 週間後は、ウォーキングで

す。協賛金の集計を行ってい

ますが集計表の提出をされて

いないかたは至急提出をお願

いします。当日のチラシの印刷

に間に合いません。宜しくお願

いします。 

先日のＩＭゴルフ、ご協力ありがとうございまし

た。これで、残るは報告書の作成だけです。ＩＭ

全体へのご協力ありがとうございました。 

地区研修・協議会プログラムの案内 

浅見卓也 次年度幹事 

今週の金曜日に地区研修・

協議会プログラムが開催されま

す。参加される方には感謝い

たします。19～20 年度が素晴

らしいものになるよう個々のレ

ベルアップにつなげていただ

ければ幸いです。 
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出席報告  

 

 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 

 

前回までの合計 519,392 円
本 日 の 合 計 24,000 円
次回繰越金合計 543,392 円  

 

 

 
本日 修正 

 4月 10日 4月 3日 3月 27日 

 1284回 1283回 1282回 

 通常例会 移動例会 移動例会 

会 員 数 34 34 34 

出 席 数 25   

欠 席 数 9   

例会出席率 73.53 100.00％ 100.00％ 

Ｍ Ｕ 数 1   

合計出席数 34 34 34 

出 席 率 76.47 100.00％ 100.00％ 

赤文字は修正 

個人スマイル 

 宮城 仁会員：小さなことから始めよう。異業種交流 4

月も頑張りましょう。 

 山口光男会員：第 5Ｇ親睦ゴルフ大会の参加協力トスタ

ッフのご尽力ありがとうございます。 

会員スマイル 

 4 月 17 日ふれあいウォーキング大会決起大会参加お願い

します。 

小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・加藤 勉

会員・馬場知行会員・山口光男会員・間室照雄会員・蓮

江郁夫会員・井上脩士会員・大澤二三夫会員・石井英

男会員・柿沼洋一・坂口正城会員・宮坂良介会員・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・竹内幾也会員・宮内たけし会員・松

村豪一会員・朝見卓也会員・星野光生会員 
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今後の活動予定 

 

4月 24日

（水） 

第 1286回通常例会 

会員卓話：竹内幾也会員  健

康についての卓話 

花チャリティ 

4月 27日

（金） 

委員会 

ふれあい鴻巣ウォーキング準備 

13:00～ 陸上競技場 

4月 27日

（土） 

第 1287回移動例会 
第26回ふれあい鴻巣ウォーキング 

7:45～16:00 陸上競技場 

5月 1日

（水） 
法定休会 

5月 8日

（水） 

第 1288回通常例会 

結婚誕生祝い 

クラブフォーラム：2020 年委員

会、クラブ戦略委員会 

5月 15日

（水） 

第 1289回移動例会 

視察＆親睦：東京オリンピック

関連施設の視察 

午後出発 

5月 22日

（水） 

第 1290回通常例会 

外来卓話：原口和久鴻巣市長 

5月 29日

（水） 

振替休会 

(ふれあい鴻巣ウォーキング) 

6月 5日

（水） 

第 1291回通常例会 

結婚誕生祝い 

クラブフォーラム：2019～2020

年度に向けて 田邊聖会長エ

レクト 

6月 12日

（水） 

第 1292回移動例会 

炉辺会議  入会 3年以下の会

員による企画例会 

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 


