
1 / 6 

 

 
 

 

家族、継続、変化 

Ｋａｌｙａｎ Ｂａｎｅｒｊｅｅ （カルヤン・パネルジー） 

 

 

例会開始前の握手会 

 

国歌斉唱 

ロータリーソング斉唱    （奉仕の理想） 

ロータリーの綱領・四つのテスト唱和 

蓮江郁夫 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 

ロータリーの綱領・四つのテスト唱和 

 蓮江郁夫会員 

会長挨拶 加藤文男会長 

幹事報告 石井英男幹事 

会員誕生祝い 

松本安永会員 

奥様誕生祝い 

石井令夫人  

委員会報告 

出席委員会 宮城 仁委員長 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

広報・情報委員会  井上脩士委員長 

20周年特別委員会 山口光男委員長 

新世代部門 山口光男部門長 

新世代育成・ライラ・青少年交換委員会 長谷川信子委員長 

広報・情報委員会 井上脩士委員長 

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 921 回例会 2011 年 8 月 3 日 

日 
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会長挨拶          加藤文男 会長 

皆さんこんにちは、前回の

納涼例会の参加ありがとうご

ざいました。久しぶりに学生

時代の気分に戻りまして、今

日は投資した分以上取り戻

そうとジョッキ７杯飲みました

が、それ以上はお腹がパンパンで飲めません

でした。楽しいひと時ありがとうございました。 

今日は我が家の家電事情について一言、炊

飯器がだいぶ前から途中で停止したりしてご飯

が半生の状態によくなりますので、時々母親が

監視していないと不安な状況なので、炊飯器を

購入しました。最近の家電はすごいですね。ご

飯がこれほどおいしいと久しぶりに思い 2 杯食

べました。因みに我が家の米は古米ではなく古

古米です。食べ物を捨てるのはどうも違和感が

あります。最初のセッティングは自分がセットし

たのですが、「炊飯方法は何々炊き、あまさ、か

たさ、・・・・・」と声で知らせてくれます。スタート

ボタンを押しますと「白米、何々炊きで炊飯を始

めます」。炊き上がると「ご飯が炊きあがりました。

攪拌してください、保温を始めます。」翌朝保温

のスイッチを切ると「おはようございます、保温を

取り消します。」炊飯器におはようございますと

いわれても・・・。悪い気はしないのですが、びっ

くり、笑いました。洗濯機もスイッチを入れても始

動しなかったり、これまた途中で止まるものです

から、炊飯器と同じ状態です。それからデジカメ、

照明器具、シュレッダー、テレビ等を買いました。

我が家の家電状況はどうでもいいのですが、こ

れらすべてインターネットで購入したのですが、

これまたすごいですね。何々のご注文を受け付

けました。ただいのま状況は候です。ただいま

発送いたしました。逐次、分卖位でメールで知

らせてきます。ある意味ものすごく親切です。 

ネットで購入しているのは、日本製は品質に

ほぼ問題はなく、また圧倒的にロープライスで

便利であることに尽きます。仲間に聞いてみま

すと、多くが諸々のものをネットで買っています。

全体でのネットの購入は現在何割あるかわかり

ませんが、今後ますます増えていくと思います。 

先日日経新聞で、91 歳の一人暮らしの老人

が週に 2，3 回牛乳を宅配してもらうのを楽しみ

にしているそうです。その時が唯一の会話だそ

うです。 

初めての会長挨拶で「あいさつ」について話

しました。宅配業者との会話が唯一の会話、買

い物難民、外出したくても介護なしではできな

い。ネットは便利でロープライス、でもそれがで

きる人とできない人がいます。こう思いながら、

自分はネットを続けると思います。非常に自己

矛盾に満ちているのですが！購入に限らず、イ

ンターネットは益々発展していくと思いますが、

ひとのこころとのインターネットを買いたいもの

ですね。ありがとうございました。 

幹事報告          石井英男 幹事 

 皆さまこんにちは、ザ.ハッピ

ー水曜にようこそいらっしゃいま

した。本日 8 月 3 日（水）8 月度

理事会をAM11：00より（11名参

加）開催しました。 

また、各部門委員会を下記にて 

７月

21日 

第 3回 20周年 

記念特別委員会 
山口委員長 

鴻巣福祉

センター 

7月

22日 

クラブ会報 

委員会 
小林委員長 

クレア 

鴻巣 

8月 

1日 

新世代部門 

委員会 
山口委員長 

レストラン

とき 

7月

16日 

R財団部門 

セミナー 

加藤会長、 

井上会員 

ラフォーレ

清水園 

7月

23日 
奉仕プロジェクト 

井田会員、 

間室会員、 

寺澤会員 

ラフォーレ

清水園 

7月

23日 

交換留学生カウ

ンセラー受け入

れ関係者会議 

山口会員 
カルタス 

ホール 

7月

30日 

新世代部門 

セミナー 
長谷川会員 

ラフレさい

たま 4階 
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以上、参加されました。 

各部門、各委員長より報告があると思います。 

なお 8月の例会、8月24日（水）は移動例会で

（鴻巣カントリークラブ）2階にて 

8月 31日（水）はガーデンバーベキュー（さにべ

る 吉見）になりますので、ご確認下さい。 

会員誕生祝い        松本安永 会員 

本日はお祝い

ありがとうございま

す。今月 31 日で

満 59歳になり、来

年 60 歳になりま

す。 

きりのいい年を人生の節目にと考え、目標を

もつよう心掛けてまいりました。 

24 歳で結婚式を挙げましたが、その時の仲

人さんは家内のおじさんで、私の卒業した学校

の先生をしていました。新郎紹介の為、自己紹

介を書いてほしいといわれ、それまでの生い立

ちと、30 歳までの目標を脱サラ独立開業を書い

て出しました 

40歳では、開業したときの 6坪の店舗付き木

造住宅を店舗と住宅を切り離し 3 階建てにする

ことを目標にしました。現实は 41 歳の誕生日 8

月 31日に今の建物を引き渡してもらいました。 

50 歳の時は、ちょうど津田さんがガバナーの

年で会長は小畑さん、幹事が田邉さんでした。

この年田邉幹事に幹事補佐を指名されクラブの

資料作りを年中やっておりました。この年の経

験が今後ずいぶん役に立ったと思います。 

60 歳になる年は、現在電気屋修行中の息子

が店に戻ってきます。どのような展開になる事で

しょうか。 

奥様誕生祝い       石井英男 会員 

本日は、おいし

そうなケーキ（バー

スデーケーキ）を加

藤会長が選りすぐ

って注文、作って

頂きました。今日、

持ち帰ったら家内も大変喜ぶと思います。8 月

30日が誕生日です。 

ありがとうございました。 

乾杯                竹内 廣 会員 

 

委員会報告 

出席委員会          宮城 仁 委員長 

会員の出席率をどうしたら上

げられるか、出席委員会として

の結論は１ケ月の例会を一同

にまとめ公表し確認をして頂く

事が何より公平で出席率も上が

る事でしょう。皆さんの御協力を

お願いします。尚、8 月 24 日例会は鴻巣カント

リークラブ 2F食堂居間です。服装はそれなりに

お願いします。 

親睦・家族委員会        加藤 勉委員長 

親睦旅行は、9 月 10～12

日の 2 泊 3 日東北応援ツア

ーとして岩手県に行きます。

キップの手配などあり最終確

認をした所 16 名の参加予定

と鴻巣クラブの福士さんもメイ

キャップ参加の予定です。次回例会に会費の
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集金をしたいと思っております。１人￥90,000集

金させて頂きますので宜しくお願いします。 

 

20 周年特別委員会    山口光男 委員長 

20 周年の記念式典は、平成

24年 6月 10日を予定していま

す。また、記念事業ですが 

① 会員拡大 10名 

② 植樹 

③ 第 18 回ふれあい鴻巣ウ

オーキング等 

を考えています。当然皆様のご意見ご要望を盛

り込んだ事業にしたいと思います。 

 

新世代部門          山口光男 部門長 

青少年交換について 

 青少年交換について、過日の 8月 1日に新世

代部門委員会を開催し、青少年交換の件で決

定したことや本日理事会で承認されたことを報

告します。 

① 青少年受入れ学生はＪｕｌｉｅ Ｍａｙ ＫＵＮＤ

Ｅ 米国カルフォルニア 1994年 10月 18日

生です。 

② ホストファミリーは、津田健様が 8～10 月、5

～7 月、竹内会員が 2～4 月に受入れを了

解していただきました。今後、他の会員につ

いてもお願いしていきます。 

③ カウンセラーは馬場知行会員に決定しまし

た。山口委員長が補佐する。 

④ 受入れ先高等学校は埼玉県立松山女子高

等学校  

⑤ 留学生に対するロータリーが負担する金銭

的な項目 生活費月約 3 万円、交通費（通

学）、携帯電話料月 5000 円まで、小遣い月

1万円、制服代、体育シューズ他 

⑥ クラブ会員の負担金は例年 1人年約 2万円 

⑦ 鴻巣水曜ロータリークラブの行事参加、毎

月原則第 1例会に参加、親睦事業、社会奉

仕事業、第 2770地区行事の地区大会、1Ｍ

等 

⑧ 松山女子校の行事参加  

⑨ 今後の予定 8 月 12 日に来日の予定、8 月

中に松山女子校に挨拶に行く。8 月 24 日、

31日の例会参加。 

 

新世代育成・ライラ・青少年交換委員会 

                長谷川信子 委員長 

輝く日本の未来を求めて 

その未来を輝く青少年に託す 

「新世代は第 5 番目の奉仕

部門です」 

7月 30日新世代部門セミナー

に参加。 

ＲＩ2770地区の中でも特に鴻巣水曜 RCの实績

は大変素晴らしくアクターも又、卖なるインター

アクト・ローターアクト・ローテックス・ヒラ関係だ

けでなくベスト、何があろうと（原発・つなみ・・・）

どんな時代でも人は人でしか救えないし、人は

人との出会い・ふれあい・愛し・泣き笑うことで健

全なコミュニティの生まれる畑（ロータリー）があ

るかぎり輝く日本の未来はあると力強く感じまし

た。めぐりあいに感謝、ありがとうございました。  

 

広報・情報委員会     井上脩士 委員長 

東日本大震災での全国

RC の支援活動が紹介されて

います。いろいろな支援のあ

り方があります。ｐ33、ロータリ

ーの基礎知識が載っていま

す。（右開ｐ2）長坂優「アマゾ

ンの森は今！」卖身25歳でアマゾンに移住して

からの苦難の連続が書かれています。 
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なにを密談しておられるのかな？ 

 

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 62,000 円

本 日 の 合 計 15,000 円

次回繰越金合計 77,000 円  

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 紀陸先生より「鬼手佛心（小林玲子会員お母

様書）」短冊をいただいた。ありがとうございます。

「外科手術に際し、技術的には鬼神のごとき冷

酷さと冷静さと技とを発揮する一方で、患者の

身を思いやる仏のごとき心を忘れないようにと、

外科医が自身に向けた戒め」なのだそうです。

单無阿弥陀仏。               （S.I） 

 本日 修正 

 8 月 3 日 7 月 20 日 7 月 13 日 

 921 回 919 回 918 回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 20 17 17 

欠 席 数 11 14 14 

例会出席率 64.5％ 54.8% 54.8% 

Ｍ Ｕ 数 5 4 2 

合計出席数 25 21 19 

出 席 率 80.6％ 67.7％ 61.3％ 

個人スマイル  

馬場知行会員・・・本日早退します。8/7（日）夕方、みだ薬 

師縁日があります。ぜひご参加下さい。 

松本安永会員・・・テレビのアナログ放送が終了しましたが、 

まだまだアンテナ工事が残っています。

暑さに負けず頑張ります。 

スマイル 1  8 月の暑さに負けず、節電で乗り越えましょう。 

宮城 仁会員・津田健三会員・井田喜代志会員・竹内 廣会

員・寺澤銀三会員・小林玲子会員・馬場知行会員・山口光男

会員・加藤 勉会員・井上脩士会員・石井英男会員・仁見惠

美子会員・小林 功会員・蓮江郁夫会員 
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今後の活動予定 

8月10日 

（水） 

第 922回 通常例会 

外来卓話 地区会員増強部門 

瀧田和雄様（第 4グループ） 

8月17日 

（水） 

法定休会 

上谷公園 草刈り 

8月24日 

（水） 

第 923回 移動例会 鴻巣 CC 

卓話 津田会員 

8月31日 

（水） 

第 924回 移動例会 

ガーデンバーベキュー さにべる 

9月 7日 

（水） 

第 925回 通常例会 

会員誕生・配偶者誕生・結婚月祝い 

9月 

10.11.12日 

第 926回 移動例会 

親睦旅行 岩手 花巻祭り 

9月14日 

（水） 
振替休会 

9月21日 

（水） 

第 927回 通常例会 

外来卓話 地区広報部門 

9月28日 

（水） 

第 928回 移動例会 

座禅例会 宝持寺 

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 


