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会長挨拶 寺西修身 会長 

皆様こんにちは。長いGW10

連休をどう過ごされましたか？

長期の休みに海外旅行や国

内旅行、帰省。家族サービス

等で大変お疲れ様です。 

4/27~5/06 の間も事件、事

故が相次ぎ、痛ましい事故も国内外で有りまし

た。それにも関わらず、今回皆様とお元気で再

開できた事に感謝申し上げます。 

また、先日実施しました（4/27）第 26 回ふれ

あい鴻巣ウヲーキングでは皆様や各ボランティ

アご協力頂き、合計参加者が 1441 名の多数と

なりました。今回は特に中学校のボランティア参

加者が合計 280名となり、清掃活動や車いす支

援者に充分な配置が出来た事を感謝します。ま

た多数のご支援頂いた企業、RC のご参加者に

も感謝申し上げます。前日の大雨が止み、当日

は曇り～晴天も有り少し風が吹きましたが、心地

よくウヲーキングを楽しまれたのではないでしょ

うか。私も米山奨学生と一緒の 6ｋｍコースを歩

きました。 

さて、令和の年号は大化から数えて 248番目

です。新天皇の即位の礼も無事行われ、それ

に応じて 1400 年前の万葉集も興味が沸いてき

ています。当時の日本人の行動や庶民の生活、

貴族の暮らし、男女の深い通じ合い等が歌われ

ています。是非皆様も万葉集を紐解いてみてく

ださい。 

平成から令和となり、日本も人口減少が続い

ています。最近は毎年 60万人程度の減少が続

いています。都道府県では一番人口が少ない

のが鳥取県ですが、東日本でも秋田県や山形

県の人口が 100万人を割り、減少に歯止めが掛

かっていません。埼玉県は東京都に隣接してい

るので人口は現在 733 万人で微増しています

が、全国的では川口市の人口が毎年消滅して

いる現実が有ります。 

政府は人口減少と労働力不足を補う対策とし

て海外研修制度の拡充を急いでいますが、ど

れだけ効果が上がるか？日本人の培ってきた

環境、労働、地域の安全を脅かすのではない

か不安に感じます。 

幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) 4/27ふれあい鴻巣ウォー

キング開催ご協力感謝 

(2) 5/ 9 規定審議会報告会 

(浦和)田邊会長エレクト出

席 

(3) 5/12 米山奨学生入学式

ラフレ埼玉奨学生・会員 

(4) 6月パスト会長会 追ってご案内 

(5) 6/26最終例会 

以上 

 

鴻巣吹奏楽団に対し 

ふれあい鴻巣ウォーキング開会式演奏謝礼 
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結婚誕生祝い 

会員誕生祝い 

加藤文男 会員 

 

2019年 5月 1日平成が去り、

令和元年の始まりの日私は 5

月 1日に生まれました。令和

元年とともに、新たに生まれ

たつもりで頑張っていきた

いと思います。 

宮内たけし 会員 

 

5月 12日で 78歳になります。

ちょうど 5 月 12 日に青森県五

所川原の「恋の津軽十三湖」

の歌碑見学ツアーを企画し、

総員 21 名で行ってきます。皆

さんにご協賛いただき感謝申

し上げます。現地では五所川市長ご夫妻のご

出席をいただき、懇親会を行います。 

戻って来ましてから報告いたします。 

本日はありがとうございました。 

宮城 仁 会員 

 
 

津田健三 会員 

 

大きなお祝いを頂戴し誠に

ありがとうございます。5 月 25

日が来ると満８５歳になります。

いつ迎えに来るかわからない

ので、一日一日を大切に生き

て行こうかと思っています。特

に健康に留意して元気で皆さ

んと一緒に楽しんでいきたいと思います。今日

はありがとうございました。 
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奥様誕生祝い 

井上洋子 様 

 
毎年ロータリーで誕生祝を

していただきありがとうござい

ます。5 月は鴻巣花祭りでオ

ープンガーデンが 2 週の土、

日におこなわれ今必死で庭仕

事をしています。今年は仕事

(庭)にかかるのが遅すぎて、皆様に見ていただ

けるほどの庭になるか心配しています。樹人と

息子にも手伝ってもらい通路のラティスを立て、

ハンギングバスケットをかけているところです。

花が終わったものや、期間中に何とか咲いてく

れそうなもの、毎日ハラハラしながらのオープン

です。仲間たちも同じかと思います。近くのオー

プンガーデンを是非ご覧になってください。 

皆（花の環の仲間）の努力を見てください。 

結婚月祝い 

津田健三会員 

 

馬場知行会員 

 

結婚４０周年となりました。

ルビー婚というようですが父母

と同じ金婚式を迎えるまで元

気で過ごしあいと思います。

本日はありがとうございまし

た。 

井上脩士 会員 

 

5月5日が結婚記念日です。

今年で 38 回目と思います。こ

の連休中に徳之島へ「闘牛観

戦」に行って来ました。徳之島

チャンピオン対沖縄チャンピオ

ン横綱戦は 22 分間の戦いで

素晴らしい試合でした。次回 DVDをお見せしま

す。 
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米山記念奨学生紹介 間室照雄 会員 

 

米山記念奨学生 

唐 鉉 峻（ダン ヒョン ジュン）君 

今日は3回目の参加であり

ますが初めて出会う方もいら

っしゃると思いまして再び自

己紹介させていただきたいと

思います。韓国から参りまし

た唐 鉉 峻（ダン ヒョン ジュ

ン）と申します。今は埼玉大

学の教育学部の中学校技術科で勉強をしてい

ます。最近は就活をやっていまして、一昨日に

は岐阜県に行ってきました。鉄道が 1時間 40分

に一回通るところでたいへんでしたけれども、景

色はとても良かったです。しかし、私は埼玉が

良いと思うようになりました。まだ、鴻巣水曜ロー

タリークラブには詳しくないですけれども私がで

きることをやっていき、いろいろな活動にも参加

させていただきクラブについても学んでいきた

いと思います。私の最終的な夢も社会に貢献す

ることですので、いろいろな奉仕活動にも参加

して社会に貢献していきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 

活動報告 

奉仕プロジェクト部門 細野潤一 部門長 

ふれあい鴻巣ウォーキングお礼 

前日の準備では雨の中あり

がとうございました。当日は良

い天気で素晴らしいウォーキン

グ大会が出来たのではないで

しょうか。いろいろ反省点はご

ざいました。次回に生かしてい

ければ良いと思います。1400 余名の参加をい

ただきました。 

市役所及び鴻巣レクレーション協会様ありがとう

ございました。 

職業奉仕委員会 松本安永 委員長 

当初の計画の通り、 １．鴻

巣市中学生社会体験チャレン

ジ事業連絡協議会へは参加を

し、次年度に向けては馬場会

員に引き継ぐこととなりました。 

2．の職業奉仕月間においての

セミナー参加は、10月 4日(木)細野会員と私、2

名での参加となりました。 3．の職場訪問の実

施については 10 月 24 日(水)長野県東御市の

「CAVE HATANO」(鴻巣市出身のブドウ園とワ

イナリー)18名の参加で実施。 

社会奉仕委員会 加藤文男 委員長 

社会奉仕は、鴻巣水曜ＲＣ

にとって、ロータリーの奉仕活

動の中でも中核をなす奉仕部

門であると思います。地味でも

よいと思います。一つ一つ確

実にやってきたと思います。

早いですが、一年間ありがとうございました。 
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国際奉仕委員会 

1. ポリオ撲滅については各種

事業を通してロータリーが

一番力を入れるところです。

水曜ＲＣでは、ペットボトル

キャップ収集運動にも橋梁

しました。 

2. 国際大会参加に就いては津田パストガバナ

ー及び山口ガバナー補佐がドイツのハンブ

ルグへ行かれると聞いていますので、今から、

土産話を楽しみにしています。 

3. 予算があります、海外奉仕プロジェクト事業

は今検討中ですので、しばらくお待ちくださ

い。 

青少年奉仕部門 

一年間一生懸命務めさせて

いただきました。十分できませ

んでしたが皆さんのご協力に感

謝申し上げます。 

 

 

ロータリー財団・米山記念奨学部門 

昨年度中に、R財団ポリオ

寄付・年次寄付（100 ドル）・

ベネファクターは済んでいま

す。米山記念奨学寄附金の

うち普通寄附 5,000円、特別

寄附 10,000円は済んでいま

す。残りの R財団（100 ドル）、

米山特別寄付金（10,000 円）は、会員皆様から

それぞれ気持ちよく寄付して頂くことにしていま

すので宜しくお願いします。 

クラブ戦略計画委員会 

方 針  

クラブ戦略計画委員会が新

な委員会として発足し 4年目

と成ります、今回 3 度目の委

員長を拝命致しました、前回

のクラブ環境と今回のクラブ

環境を対比すると、ロータリ－への考え方・会員

同志の絆がより太くなり、ロ－タリアンらしく進化

著しいのではと思います、クラブ戦略計画委員

会の手法として 1、クラブビジョン(理想)を策定、 

2、各部門・委員会等の戦略計画を立案する、 

3、目標のプロセスを実施する、 大変だと思い

ますが、クラブ戦略計画のねらいをよく理解して

頂ければと想います。 

 

具体的な活動目標（例） 

1. 毎月増強委員会の発表がある 

2. 毎週のクラブ出席が楽しみ 

3. 想い出が作れるクラブ 

4. 誇りあるクラブの行動が随所にみられる 

5. 異業種交流が盛んである 

親睦委員会 加藤 勉 委員長 

今年度の親睦委員会では

新年度早々親睦旅行で福島

県相馬野馬追い祭りに行きま

した。暑くて長い時間見学する

ことが出来ず残念でした。12

月にはクリスマス例会ゴルフコ

ンペ、10月には花火大会など計画し多くの参加

をいただきました。来月 6月 26日の最終例会で

は、吉見ゴルフ場でゴルフコンペを企画してい

ます。既に 5 組の予約を取っておりますので大

勢の賛歌をお願いします。 
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出席報告 柿沼洋一 委員長 

 

 

 

 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 

 

 

 

 

 

前回までの合計 565,392 円
本 日 の 合 計 25,000 円
次回繰越金合計 590,392 円  

 

 

 
本日 修正 

 5月 8日 4月 27日 4月 24日 

 1288回 1287回 1286回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 34 34 33 

出 席 数 25  22 

欠 席 数 9  11 

例会出席率 73.53％ 100.00％ 66.67％ 

Ｍ Ｕ 数   5 

合計出席数  34 27 

出 席 率 73.53％ 100.00％ 81.82％ 

赤文字は修正 

個人スマイル 

 間室照雄会員：米山奨学生ダン君ようこそ。 

       ふれあいウォーキングお疲れ様でした。 

会員スマイル 

 令和がスタートしました。新たな気持ちでクラブを盛り上げ

ましょう。 

津田健三会員・小林忠司会員・小畑正勝会員・加藤 勉

会員・馬場知行会員・山口光男会員・松本安永会員・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・星野光生会

員・大石正幸会員 
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今後の活動予定 

 

5月 15日

（水） 

第 1289回通常例会 

2018～2019年度 統括 

規定審議会報告会の報告 

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回通常例会 

クラブフォーラム 

2019～2020 年度 委員会活動

方針・活動計画 

6月 19日

（水） 

第 1293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 

6月 26日

（水） 

第 1294回移動例会 

最終例会 会場：和風レストラン

とき  18：00受付 18：30点鐘 

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 


