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家族、継続、変化 

Ｋａｌｙａｎ Ｂａｎｅｒｊｅｅ （カルヤン・バネルジー） 

 

 

 

 

例会開始前の握手会 

 
津田さんもうれしそうです 

 

 

川口 RC 北村 透 様 

 

ロータリーソング斉唱      我らの生業 

 

 

 

 

 

 

 

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 

四つのテスト唱和 宮坂良介会員 

会長挨拶 加藤文男会長 

幹事報告 石井英男幹事 

お客様紹介 

地区広報部門委員長 吉成幸男様 

川口ＲＣ会員 北村 透様 

オブザーバー（入会予定者） 田邊 聖様 

お客様スピーチ 田邊 聖様 

卓話 地区広報部門委員長 吉成幸男様 

委員会報告 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

中長期委員会 小林玲子委員長 

２０周年事業実行委員会 山口光男実行委員長 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 井上脩士直前会長 

点鐘 加藤文男会長 

 

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 927 回例会 2011 年 9 月 21 日 

日 
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四つのテスト唱和      宮坂良介 会員 

 

会長挨拶            加藤文男 会長 

皆さんこんにちは、今日は

地区広報部門委員長の吉成

様にお越し頂いております。

このような暴風雨の日にあり

がとうございます。本日は宜

しくお願いします。 

昨日の深夜、経済ニュース番組を見ていたら、

コメンテーターとしてある証券会社に席を置く米

国のエコノミストが出演されていました。この方

は大変有名な方で流暢な日本語を話されます。

番組の最後に視聴者からの質問で、「とてもす

ばらしい日本語を話されますが、どのように日

本語を身につけたのでしょうか？」という問いに、

彼氏曰く「私は 16 才の時、初めて日本に交換

留学生として来ました。何事も早い時期、若いと

きから始めるのが一番です。」とおっしゃってい

ました。 

交換留学生と聞き、もしかしたらロータリーでの

交換留学生かと思いましたが、おっしゃるとおり

何事も早く始めるのが良いと思います。しかし

我々ロータリアンは若くても 50 歳近いのが一般

的です。日ごろ、ここが痛い、歳でもうだめだ。と

言うような事をよく耳にします。自分自身もそう

感じることがよくあります。多くのメンバーが体中

錆付いているようです。それでは我々ロータリア

ンは人生すべてにおいてもう手遅れなのでしょ

うか？ そうではないはずです。だからこそ今こ

こにこれだけのメンバーが例会に参加している

のだと思います。よく火中の栗を拾うと言います

が、火中の栗になってしまえばよいのでしょう。

錆付いた鉄でも溶鉱炉に入れれば錆も取れて

また新しく生まれ変わります。人生軽～く行きた

いものです。 

我々鴻巣水曜ロータリークラブは今までさまざ

まの方法で広報活動を行って参りました。本日、

地区広報部門委員長の吉成様に我々とは異な

った観点から、卓話をお願いしたいと思います。

吉成様今日は宜しくお願い致します。ありがとう

ございました。 

幹事報告          石井英男 幹事 

皆さんこんにちは。ザ・

ハッピー水曜ロータリーに

ようこそ、参加ありがとうご

ざいます。 

本日は、台風 15 号のた

め強い雨、また足元の悪

いなか、地区広報部門委

員長で川口ロータリークラブの吉成幸男様、川

口ロータリークラブの北村様、我が水曜ロータリ

ークラブにお越しいただきました。広報部門卓

話をお世話になりますこと感謝致します。 

本日の幹事報告 

先に 9月 10日(土)、11日(日)、12日(月)と、加

藤会長年度旅行にて、東北・岩手秋田・東日本

大震災で被害の大きかった大船渡、陸前高田

と現地を視察して来ました。水曜ロータリー会員

及び御家族 16 名の皆様が、楽しく無事に帰っ

て来ましたことを会長・幹事としてありがたく思っ

ています。 

9 月 14 日は、中・長期委員会(小林委員長)を

レストランとき にて、6 名の参加で開催しまし

た。 

本日 9月 21日第 2回創立 20周年 記念特別

委員会を午後 7時より鴻巣市総合福祉センター

にて、開催予定していましたが、その後強風と

雨の為中止となり、9 月 27 日(火)に変更になり

ました事、ご報告致します。 
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お実様紹介         小畑正勝 会員 

何年か前のことですが、節税としての保険の

ことでお会いする機会があり、依頼おつきあい

をしております。今年の春頃から入会のご案内

をしていたのですが、先日再度話をしたところ

『私で良ければ』という言葉を戴き、とても感動し

ています。大変謙虚な方です。是非入会してい

ただきたいと思いますので推薦いたします。 

入会予定者（オブザーバー）田邊 聖 様挨拶 

改めまして､こん

にちは、ご紹介い

ただきました田邊

です。田邊建治は

私の叔父でして、

叔父と違って､私は

繊細で、表に出た

くないタイプです。住まいは吉見町です。家内

と娘、息子と母親、猫２匹が家族です。宜しくお

願いいたします。 

卓話   地区広報部門 吉成幸男 部門長 

川口 RC の吉成です。川口

RC は私と同じ年で 52 年前に

できました。現在 84 名の会員

数です。次年度田中徳尚さん

がガバナーと言う事で、100 名

を目指して会員増強中です。 

川口は東京に近く、いろいろな事は都内に出

ることが多いので、鴻巣は初めて参りました。 

広報はどのようにやっているでしょうか。 

ホームページの充实をして、会員の活動を知ら

せる事ができますが、専門的な知識がないと、

なかなか更新できません。 

そこで、ブログを始めました。ブログはワープロ

さえできれば誰でも書き込めますので、リアルタ

イムで知らせる事ができます。 

会報は、1 週間後でないと発行できませんが、

ブログならすぐに会報を UP することができます。

そして、今はフェイスブックを立ち上げました。

三國ガバナーはじめ 30名近い方が今やってい

ます。フェイスブックは自分の顔を登録します。

各地のクラブとの情報のやりとりができ、ほかの

地区、クラブのことがよくわかります。 

同じクラブ内のメンバーだけでは刺激が尐ない

ですが、全国からの情報が来ますので、大変刺

激されます。 

今度フェイスブックについての勉強会をやりま

すので、そのときは、ご案内しますから、是非参

加してください。 

しかし、パソコンだけでは広報はできません。 

ロータリークラブが行う社会奉仕のときに、 

① ロータリーマークを使い、ロータリーがやっ

ていることをアピールする。地区事務所に 5

枚ありますので是非使ってください 

② ジャンパーやハッピを着る 

③ 盆踊りのときなどのイベントのとき、ロータリ

ーの歴史の映像やポリオ撲滅運動の様子な

どを流して、ロータリーはどんな団体なのか

知ってもらう。など （プロジェクターを使って

説明戴きました。） 

内なる広報と外なる広報 

ロータリー内における内なる広報は、お互い

に情報発信をして、刺激を受ける。 

外なる広報は、ロータリーがやっていることを、

オーバーなくらいに広報する事が大事です。 

市民の方々にロータリーを理解して戴くには

どうしたら良いか。是非地区に対して、活動の

様子を、写真 2，3枚と 200文字ぐらいの説明文

を送って欲しい、それらを地区としても情報発

信したいと想います。今地区では500インチぐら

いの大画面しかも昼間で

も見えるようなプロジェク

ターの導入を計画してい

ます。RI の補助金を使う

計画ですので、通るかど

うかわかりませんが、導

入の暁には是非ご利用ください。 

(写真は卓話の吉成氏へ会長から記念品の贈

呈) 
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委員会報告 

親睦・家族委員会       加藤 勉 委員長 
親睦旅行について 

9月 10，11，12日实施の親睦

旅行には大勢の参加ありがとう

ございました。お土産にサンマ

を送ったのですがおいしかっ

たですね。私も食べましたけれ

どおいしかったです。 

鴻巣花火大会について 

10 月 8 日の花火大会には大勢の参加をお願

いします。準備がありますので人数の申し込み

をしてください。駐車場は田島紙工さんにお願

いしてあります。先日のバーベキュー大会でも

飲み物を寄付戴きましたが､今回も宜しくお願

いいたします。1,000 円会費ですが､食料はこち

らで準備しますので､飲み物は各自お願いいた

します。PM6：00～9：00 花火 PM7：00～ 

 

中長期計画委員会      小林玲子 委員長 

9月 14日 委員会を開催い

たしました。 

出席者：加藤会長･石井幹

事･松本 SAA･小林玲子委員

長･井上脩士委員･寺澤銀三

会長エレクト。詳しいことはプ

リントを参考にしてください。 

 

20周年記念事業实行委員会  

山口光男 实行委員長 

本日委員会を開催いたします。

委員の方は宜しくお願いいた

します。 

(台風の直撃で、会議は 27日

に延期になりました。) 

会場 鴻巣市総合福祉センタ

ー 

時間 午後 7時開会 

広報部門セミナー報告  

広報･情報委員会      井上脩士 委員長 

広報部門セミナー（9/17土） 

会場：おおみや市民会館 

大塚広報部門担当諮問：あ

るクラブの事業での事、せっ

かく 1,000 人以上の人々が

集まっているのにロータリー

旗が一本もなく、広報チャン

スを逸してしまった。是非、事業の開催時には、

そこら中に R 旗を掲げて、ロータリー活動の宠

伝・ロータリークラブの宠伝を行ってください。 

吉成幸男地区広報部門委員長 

1. 地区旗を有効活用する。 

2. ロータリー旗を有効活用する。 

3. ロータリーの活動のビデオの活用。 

で、RCの活動を地域へ宠伝してもらいたい。 

出席報告       宮城 仁 出席委員長 

 

 

 本日 修正 

 
9 月 21 日 

親睦旅行 

10.11.12 
9 月７日 

 927 回 926 回 925 回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 30 31 28 

出 席 数 18 16 22 

欠 席 数 7 15 6 

例会出席率 60.00％ 100% 78.57% 

Ｍ Ｕ 数 6 0 3 

合計出席数 24  25 

出 席 率 80.00％ 100％ 89.28％ 
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スマイル報告        井上脩士 副 SAA 

 

前回までの合計 143,500 円

本 日 の 合 計 24,000 円

次回繰越金合計 167,500 円  

編集後記 

台風 15 号の直撃が心配されるなか、我が水曜

RC の例会は粛々と進められた。当日予定され

た 20 周年記念实行委員会は中止となった、2

時頃から、風雨共に強くなり、2時過ぎ浜松に上

陸、各地に大雨を降らせ、6 時には秩父付近を

通過して、10 時過ぎには太平洋に。今回も、交

通機関の混乱が続いた、先の教訓が生かされ

ないのだろうか。便利さに慣れすぎた日本列島、

日本民族の脆弱さを露呈した。取り戻そう昔の

日本。今回の編集は T．Mでした。 

 

 

 

  

 

 

お実様スマイル 

吉成幸男様…広報について卓話をさせて戴きます。本日は

宜しくお願いいたします。 

北村 透様…本日メイキャップをさせて戴きます。 

田邊 聖様…10 月入会予定の田邊です宜しくお願いいたし

ます。 

個人スマイル 

宮城 仁会員…本日当社のお茶を寄付させて戴きました。

宜しくお願いいたします。 

小林忠司会員…サンマありがとうございました。おいしく戴き

ました。 

小畑正勝会員…田邊さん今後とも宜しくお願いいたします。 

寺澤銀三会員…ぼけない小唄 

早寝、早起き、色気に食い気、何でも興味に感

動と行動、胸はわくわく、心うきうき、いつも青

春、楽しくすごそうロータリー仲間。 

本日のスマイル 

地区広報部門長 吉成幸男様 本日の卓話宜しくお願いい

たします。 

津田健三会員・小畑正勝会員・加藤勉会員・寺澤銀三会

員・井田喜代志委員・馬場知行会員・山口光男会員・松本

安永会員・井上脩士会員・石井英男会員・仁見惠美子会

員・小林玲子会員・宮坂良介会員・小林功会員 

宮城会員おいしいお茶をありがとうございます 

小畑正勝会員・間审照雄会員・仁見惠美子会員・小林玲子

会員・小林功会員 

第 928回 9月 28日 移動例会 

座禅例会  宝持寺 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 5日 

（水） 

第 929回 通常例会 

会員誕生･配偶者誕生・結婚記念

月祝い 

10月 12日 

（水） 

第 930回 通常例会 

会員卓話 健康 1 蓮江会員 

10月 19日 

（水） 

第 931回 通常例会 

クラブ協議会 

10月 26日 

（水） 

第 932回 通常例会 

三國ガバナー公式訪問例会 

11月 2日 

（水） 

第 933回 通常例会 

会員誕生･配偶者誕生･結婚記念

月祝い 

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 間审照雄 山口光男 小林功 

10月 2日(日) 朝 8時～ 

ふれあい広場 準備作業 

 


