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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           我等の生業 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和  

木下純一会員 

 

 

    

会長挨拶            田邊 聖 会長 

皆さまこんにちは。先週の九州北

部の大雨では 4 人の方が亡くなら

れ、今なお多くの方が避難されて

いると報じられています。被災され

たすべての方にお見舞い申しあげます。先週

は 27 人の会員の出席のもとガバナー公式訪問

を開催することができました。小林操ガバナー

の卓話を通してポリオ根絶への思いを共有でき

たと思います。10月 24日の世界ポリオデイに向

けて準備を加速させて行きたいと思います。皆

さまの一層のご協力をお願いたします。さて、今

月 28日に仙台で日韓親善会議が開催されます。

当クラブからは津田健三パストガバナーご夫妻

が出席される予定になっています。開催にあた

り市川伊三夫日韓親善会議委員長よりご案内

の文章が届いていますので一部をご紹介いた

します。「第 15 回日韓親善会議は来る 9 月 28

日仙台（塩竃）で行われる予定です。しかしなが

ら、最近の日韓関係は外交上の種々な問題を

抱え、大変困難な状況になりつつあります。過

去にも、日韓は外交上難しい状態に陥ったこと
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が何回もありましたが、それらの困難を両国は

何とか克服し、本会議を継続し、今日に至って

おります。私達は現在の両国間の情況がいか

に困難であろうと、必ずや解決すると信じ、同時

に両国のロータリアンの親善がその解決に大き

く貢献すべきと思っております。韓国ロータリア

ンは東日本大震災の時、六千百万円以上の義

援金を送って下さいました。あの好意を私達は

忘れてはいけません。感謝の気持ちを持ちなが

ら、韓国の友人に逞しく復興しつつある実状を

見て頂こうではありませんか。あの時の好意に

感謝しつつ。そして両国のロータリアンはいつも

仲良く、信頼する友であり続けようではありませ

んか。環境が如何に悪くても。皆さん！ 9月 28

日には友好の輪を大きく広げましょう。そして、

韓国に新しい友を作ろうではありませんか。」心

ゆさぶられるメッセージだと思いました。津田会

員には会議の報告をしていただく予定です。楽

しみにしていてください。最後に今月 20 日から

開催されるラグビーワールドカップが開催されま

す。私も開幕戦の日本 VS ロシアを観戦に行き

ます。非常に楽しみにしています。また来週は

鴻巣 RC との合同例会、週末は親睦旅行です。

楽しい例会、旅行になるように準備を進めてい

ます。参加予定の皆さまおおいに期待していた

だければ思います。ありがとうございました。 

 

幹事報告             朝見卓也幹事 

皆さん、こんにちは。 

本日の幹事報告をさせていただきま

す。 

当クラブ内のことが 7点ございます。 

地区関係が 1点あります。 

1.  来週 11 日は鴻巣ロータリークラブとの合同

例会でございます。18 時 30 分点鐘でござ

います。よろしくお願いいたします。 

2.  9月 14日～16日は親睦旅行でございます。

6時 50分鴻巣駅集合でございます。 

3.  9 月 25 日の例会は地区のポリオ・プラス委

員会委員長の藤村作様が外来卓話でお

越しくださいます。 

4.  10月 30日に移動例会として職場訪問例会

がございます。職業奉仕委員長の馬場委

員長から詳細があります。 

5.  9 月 3 日鴻巣市商工会青年部チャリティー

コンペに 9 名参加していただきました。あり

がとうございました。 

6.  9月29日（日）ふるさとの杜の除草作業を予

定しております。案内は後程、流しますの

でよろしくお願いいたします。 

7.  10 月 6 日（日）第 34 回ふれあい広場が川

里農業研修センターでありますので皆様の

出席をお願いいたします。 

8.  入会 3年未満新会員研修会が 10月 5日に

あります。入会 3年未満の会員の皆様はふ

るってご参加の程、よろしくお願いいたしま

す。 

以上本日の幹事報告です。 

 

結婚・誕生祝い  

会員誕生祝い           石井洙光会員 
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坂口典江様（坂口正城会員） 宮城明美様（宮城仁会員） 

松村寿子様（松村豪一会員） 
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結婚祝い             間室照雄会員 

 

 

 

 

 

おめでとうございます 

乾杯              松本安永会員 

 

 

会員増強により小林 Gから記念品贈呈 

久保 学会員 

 

 

 

米山記念奨学生奨学金授与 

米山記念奨学生          唐 鉉峻さん 

      

 

 

 

 

委員会報告 

親睦・家族委員会       坂口正城委員長 

 

 

 

 

職業奉仕委員会        馬場知行委員長 

 

 

 

 

会員スピーチ 

井上脩士会員       石井洙光会員 

成田志津子会員 

出席報告          井上脩士委員長 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 9月 4日 8月 28日 8月 21日 

 1302回 1301回 1300回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 34 33 33 

出 席 数 22 27 20 

欠 席 数 12 6 13 

例会出席率 64.71% 81.82％ 60.61％ 

Ｍ Ｕ 数 2 0 2 

合計出席数 24 27 22 

出 席 率 70.59% 81.82％ 66.67％ 



4 / 4 

 

 
 

スマイル報告      木下純一副 SAA 

 

 

 

 

 

前回までの合計 133,000 円

本 日 の 合 計 20,000 円

次回繰越金合計 153,000 円  

 

今後の活動予定 

編集後記  

「心の泉」 

こころに感じたもの、心に残る言葉を編集後記

に「心の泉」として記すことにしました。 

 

鈍刀（どんとう）をいくら磨いても 

無駄なことだというが 

何もそんな言葉に 

耳を貸す必用はない 

せっせと磨くのだ 

刀は光らないかもしれないが 

磨く本人が変わってくる 

つまり刀が すまぬ すまぬと 言いながら 

磨く本人を 光るものにしてくれるのだ 

そこが甚深微妙（じんじんびみょう）の世界だ 

だからせっせと磨くのだ 

「坂本 真民 一日一言」より 

甚深微妙（じんじんみみょう）は、「この上なき甚

だ深く、はかり知れぬほどすぐれて見事な法で

ある」という意味のようです。 

「どうせ磨いたって・・・」という意識では光るもの

も光りません。「磨き続けよう」という意識を持ち

続けることで、日々の生活にハリが生まれるよう

に思います。小さなことでも大丈夫。 

 

お世話になっている人に「ありがとう」と言えれば

「成功」。 

誰かを笑顔で輝かせることができれば、それは

「大成功」の一日です。        （宮内） 

 

 

会員スマイル 宮城仁会員・・・異業種交流は、クラブの華で

す。小さなことから始めよう。 

スマイル 1  9月 11日（水）、鴻巣 RC との合同例会、ぜん

いんで参加しましょう！ 

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・松本安永会員・井上脩士会員・大澤二

三夫会員・柿沼洋一会員・坂口正城会員・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・石井洙光会員・久保 学会員・

星野光生会員 

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 

9月 11日

（水） 

第 1303回移動例会 

鴻巣 RC合同例会 

9月 14日（土）

～16日（月） 

第 1304回移動例会 

親睦委旅行（能代おなごりフェ

スティバル） 

9月 18日

（水） 
振替休会 

9月 25日

（水） 

第 1305回通常例会 

外来卓話（地区ポリオ委員会） 

10月 2日

（水） 

第 1306回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

10月 9日

（水） 
振替休会 

10月 12日

（土） 

第 1307回移動例会 

こうのす花火大会 

10月 16日

（水） 

第 1308回通常例会 

外来卓話（ちく米山委員会） 

10月 23日

（水） 
振替休会 


