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点鐘 

 

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  

大石正行会員 

 
 

会長挨拶            田邊 聖 会長 

皆さまあけましておめでとうござい

ます。先ほど鴻神社にて新年の祈

願を受けて参りました。あいにくの天

気でしたがご参列いただきありがとう

ございました。残念ながらご参列できなかったか

たの分までお祈り申し上げまできましたのでご

利益があるのではないかと思います。まずは嬉

しいおしらせがあります。宮内会員よりご紹介頂

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                     大石正行会員 

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 

令夫人誕生祝い 田中（宮内）志好江様 星野悦子様 

ご結婚月祝い            松村豪一会員 

  乾杯                井上脩士会員 

米山記念奨学会功労者   

馬場知行会員 松本安永会員 坂口正城会員 

P.H.F          坂口正城会員 柿沼洋一会員 

会員卓話                  全会員 

委員会報告 

鴻巣ふれあいウオーキング実行委員会 

                   成田志津子委員長 

出席報告 井上脩士副 SAA 

スマイル報告 木下純一副 SAA 

点鐘 
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きました小川加奈子様が入会してくださることな

りました。次回の理事会に諮りたいと思います。

宮内会員ありがとうございます。さて、令和にな

って初めてのお正月でしたが、心新たに新年を

迎えられたことと思います。本日の例会主題で

もあります「新年の抱負」を考えていた時に思い

抱いた詩がありましたのでそれを引用して本日

の会長挨拶といたします。アメリカの実業家で詩

人でもありますサミュエル・ウルマンの「青春」と

いう詩です。 

人は信念とともに若く 疑惑とともに老ゆる  

人は自信とともに若く 失望とともに老ゆる 

希望ある限り若く 失望とともに老い朽ちる 

一部だけご紹介いたしました。 

 

幹事報告             朝見卓也幹事 

皆様、新年あけましておめでとうご

ざいます。今年もよろしくお願い申し

上げます。 

本日の幹事報告です。 

1. 来週の例会時にＩＭのキャラバンで実行委

員長を含め 4名の皆様が来訪されます。 

2. 今月の 29 日の例会は夜間例会になります。

ゆき寿司さんで 18時半開始です。 

以上幹事報告とさせていただきます。 

 

結婚・誕生祝い  

おめでとうございます 

 

令夫人誕生祝い 

田中（宮内）志好江様  星野悦子様 

ご結婚月祝い 

松村豪一様 

乾杯              井上脩士会員 

 

米山記念奨学会功労者               

馬場知行会員        松本安永会員  

     
 

坂口正城会員 

 

P.H.F 

坂口正城会員        柿沼洋一会員 

     

会員卓話 

久保 学会員         星野光生会員 

      
 

   大澤二三夫会員      松本安永会員 
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  小林和人会員        松村豪一会員 

     
 

大石正行会員        津田健三会員 

     
 

山口光男会員        間室照雄会員 

     
 

馬場知行会員        小畑正勝会員 

     
 

宮城 仁会員         加藤 勉会員 

     

 

  宮内たけし会員        石井英男会員 

     
 

 

 

 

細野潤一会員 

 

委員会報告 

鴻巣ふれあいウォーキング実行委員会 

                 成田志津子委員長 

 
 

出席報告         井上脩士 副 SAA 

 

 

 

スマイル報告       木下純一 副 SAA 

 

 本日 修正 

 1月 8日 12月31日 12月 18日 

 1318回 1317回 1316回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 34 35 34 

出 席 数 25 35 17 

欠 席 数 9 0 17 

例会出席率 73.53% 100％ 50％ 

Ｍ Ｕ 数 1 0 7 

合計出席数 26 35 24 

出 席 率 76.47% 100％ 70.59％ 
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前回までの合計 302,000 円

本 日 の 合 計 25,000 円

次回繰越金合計 327,000 円  
 

 

今後の活動予定 

 

 

第 1317回 2019年 12月 31日 

大晦日初詣  宝持寺 

 

 

 

 

 

編集後記 

今年は例年になく暖冬。 

各地で雪が降らなくて困っている方がたくさん

います。一方で雪が降らないため積雪が少なく、

雪下ろし、雪かきをしなくて済むため楽な方も

いる。 

先日青森県五所川原に行ってきました。駐車

場に雪かき用のブルドーザーがたくさん出番を

待っていました。 市では、雪かき用の経費が

少ない一方、また、雪かけの仕事の期間採用

者も仕事がなく待機状態。行政は生活保障の

補助金が膨らむ。 

 あちらを立てればこちらが立たず。ままならな

いのが人生でしょうか。 

 

この現象は、神様が与えてくれた学びのチャン

スかもしれない。 

思い通りにならない自然現象もすべてを受

け止める心を試されているような気が致し

ます。 

いろんな予期せぬことが起きます。日頃から、

対応できるように対策を考えておく必要が

あるようです。ことが起こってからさあどう

しようではなく。 

                      宮内 

会員スマイル  

宮城 仁会員・・・今年も異業種交流、小さな事から始め

よう。目標 3000万円。 

スマイル 1  令和 2年、新年明けましておめでとうございま

す。皆出席をお願いします。 

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・間室照雄会員・松本安

永会員・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・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・星野光生会員・大石正行会員・小

林和人会員 

1月 15日

（水） 

第 1319回通常例会 

会員卓話「今年の抱負」 

1月 22日

（水） 

第 1320回通常例会 

外来卓話 

1月 29日

（水） 

第 1321回移動例会 

夜間例会 

2月 5日 

（水） 

第 1322回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

2月 12日 

（水） 

第 1323回通常例会 

外来卓話 

2月 19日 

（水） 
振替休会 

2月 20日 

（木） 

第 1324回移動例会 

4C合同例会 

２月 26日 振替休会 

2月 27日 

（木） 

第 1325回移動例会 

第 5G IM 東武バンケット上尾 
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    星野光生 


