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例会開始前の握手会 

 

 

司会進行             柿沼洋一 SAA 

      

国歌・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・四つのテスト唱和  

 成田志津子 副会長 

 

 

 

 

例会プログラム 

司会 柿沼洋一 SAA  

点鐘 

国歌斉唱 

ロータリーソング斉唱(奉仕の理想) 

ロータリーの目的 

四つのテスト唱和 成田志津子副会長 

会長挨拶             田邊 聖会長 

幹事報告 朝見卓也幹事 

結婚・誕生祝い 

会員誕生祝い  井上脩士会員 竹内幾也会員  

宮坂良介会員 

令夫人誕生祝い 竹内知子様 松本英子様 山口玉禅様 

米山記念奨学生奨学金授与     唐 鉉峻さん 

地区出向者補助金授与  

ブライダル委員会        大澤二三夫委員長 

職業奉仕員           石井英男会員 

クラブフォーラム 

クラブ戦略計画委員会      小畑正勝部門長 

クラブ管理運営部門       木下純一部門長 

プログラム・出席委員会     井上脩士委員長 

親睦委員会           坂口正城委員長  

出席報告 井上脩士委員長 

スマイル報告 井上脩士副 SAA 

点鐘 
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「ロータリーは世界をつなぐ」 
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会長挨拶            田邊 聖 会長 

 皆さまこんにちは。冒頭、現

在九州にもたらされている大

雨で、命にかかわる甚大な被

害が出る危険性が高まってい

るとの予報がだされています。

大きな被害にならないことを願

うとともに既に避難を余儀なくされている方々に

お見舞いを申し上げたいと思います。 

さて、いよいよ 2019-20年度がスタートいたし

ました。5月 1日改元が行われ、令和の時代に

初めて迎える年度となります。偶然なこととはい

え、記念となる年に鴻巣水曜ロータリークラブの

第 28代の会長に就けることを大変名誉なことだ

と思っています。私は 1963年 12月生まれで現

在 55歳です。吉見町に生まれ吉見町で育ちま

した。85歳の母と 52歳の妻、26歳の長女と 23

歳の長男の5人家族で、猫が一匹います。長男

は大学院生で現在は家を離れて生活していま

す。私は 2011年の 10月に小畑会員のお誘い

によって入会いたしました。以来 8年が経とうと

していますが、改めてこの間を振り返りますと、

一言でいえば鴻巣水曜ロータリークラブの一員

になれて本当に良かったと思っています。入会

してからは新たな出会いと経験、そしてそのこと

から生まれる心地よい感動の連続だったと思い

ます。当然の事ですが、入会がなければ、皆さ

まとの出会いも世代を超えた交流もなかったこ

とになります。柿沼年度では、創立 25周年とい

う節目の年に幹事を務めることができました。続

く坂口年度でも幹事に就き、二人の会長を支え

られたことは生涯忘れられない経験となりました。

昨年度は山口ガバナー補佐、井上 IM実行委

員長の下で、IM開催に向け実行委員会の一員

として活動できたことも大きな喜びでもありまし

た。今年度は小林操ガバナーの掲げられた地

区運営方針「ポリオ撲滅からクラブ活性化へ」の

もとクラブ一体となって活動してまいりたいと思

っています。クラブのテーマ「奉仕、奉仕そして

親睦・・・創立 30周年を見据えて」を体現し、楽

しく充実した年度となるよう皆さまにお約束いた

します。33人の会員と奨学生のダン・ヒョンジュ

ン君の 34人のスタートとなります。一年間ご協

力をお願いたします。 

幹事報告                朝見卓也 幹事   

皆様、こんにちは。今年一年、

幹事として皆様にお世話にな

ります。よろしくお願いいたし

ます。 

本日の幹事報告は 4 つあり

ます。 

1. 7月 5日 PM6:30ふれあいウォーキング反省

会 

7月 9日 PM6:30寺西会長・成田幹事慰労         

  会 

2. 地区研修会の日程を皆様確認願います。 

3. 青少年交換留学制度の案内 

4. 2019～20 年度の年度計画書の訂正につい

て 

＊訂正箇所を気付かれた方は朝見までよろし

くお願いいたします。 

結婚・誕生祝い  

会員誕生祝い  

井上脩士会員         宮坂良介会員     

令夫人誕生祝い 

松本英子様（松本安永会員）   山口玉禅様（山口光男会員） 
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おめでとうございます 

 

 

 

乾杯            木下純一会員 

 

米山記念奨学生奨学金授与 

米山記念奨学生          唐 鉉峻さん 

      

地区出向者補助金授与 

ブライダル委員会       大澤二三夫会員 

 

 

 

職業奉仕員            石井英男会員 

 

クラブフォーラム 

クラブ戦略委員会       小畑正勝部門長 

クラブ戦略計画委員会が水

曜 RCに発足して 5年目となり

ます。 

 今回で４回目の委員長を拝

命しました。委員会では 5年前

から理想のクラブとはを目標に

掲げ、模範的なロータリアンの

育成に力を注いで参りました。 

 クラブ戦略計画委員会の手法として、（難解と

思いますがねぎらいを理解ください） 

１. クラブビジョン（理想）を策定 

２. 部門・委員会の戦略計画を立案する 

３. 各目標のプロセスを実施する 

 

クラブ管理運営部門     木下純一部門長 

 本年度もロータリー活動の

基として例会の出席率の向

上を図ることが大切だと考え

ます。そのため魅力あるプロ

グラムや会員同士の親睦を

深める為各種の企画をそれ

ぞれの委員会が中心となって進めていきたいと

思います。 

また会員全員がロータリーの魅力を実感出

来るようなクラブにしていきたいと思います。 

 

 

 

おめでとうございます 
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プログラム・出席委員会   井上脩士委員長 

 例会出席は、ロータリアンの三

大義務のひとつ。クラブの活性

化、充実化にとって最も大切な

例会出席率向上を図ることを最

大の方針とします。魅力ある例

会に欠かせないのが会員卓話・

外来卓話、そして食欲をそそる

食事です。会員の皆様のお知恵を拝借しなが

ら楽しいプログラムにしていきます。 

 

親睦委員会           坂口正城委員長 

 今年度の会長方針に基づ

き（奉仕と親睦とひとづくり）を

目標に先輩会員と若手会員

の融合が図れます様、会員と

家族のみなさまの協力をお願

いし、参加して楽しかったと思

って頂ける親睦行事を多く取

り入れ、クラブ運営に繋がる様な活動を目指し

てまいります。 

出席報告        井上脩士副 SAA 

 

 

 

 

 

スマイル報告       井上脩士委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 7月 3日   

 1295回 回 回 

 通常例会   

会 員 数 33   

出 席 数 27   

欠 席 数 6   

例会出席率 81.82%   

Ｍ Ｕ 数 0   

合計出席数 27   

出 席 率 81.82%   

個人スマイル 

津田健三会員・・・新年度に入りました。会長・幹事さん、

頑張ってね！ 

宮城  仁会員・・・異業種交流こそ心の付合い、小さい

事から始めよう。頑張ろう！ 

会員スマイル    

田邊・浅見年度の始まり。全会員でお祝いしましょう！ 

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・間室照雄会員・松本安永会員・加

藤文男会員・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・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・宮内たけし会員・松村豪一会

員・朝見卓也会員・久保 学会員・川邉城治会員・星野

光生会員              

前回までの合計 0 円

本 日 の 合 計 27,000 円

次回繰越金合計 27,000 円
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月 3日

（水） 

第 1295回通常例会 

結婚・誕生祝い 

クラブフォーラム 

7月 10日

（水） 

第 1296回通常例会 

クラブフォーラム 

7月 17日 

（水） 

第 1297回通常例会 

ガバナー補佐来訪 

7月 24日 休会 

7月 31日

（水） 

第 1298回移動例会 

暑気払い 

8月 7日

（水） 

第 1299回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

8月 14日

（水） 
休会 

8月 21日

（水） 

第 1300回通常例会 

G補佐来訪 

8月 28日 

（水） 

第 1301回通常例会 

小林 G公式訪問 

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  井上脩士  寺西修身   星野光生 


