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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 

 

国歌斉唱 

ロータリーソング斉唱    （我等の生業） 

ロータリーの綱領・四つのテスト唱和 

竹内 廣 会員 

 

会長挨拶          加藤文男 会長 

 皆さんこんにちは、ジュリ

ーさんようこそ、日本に来ら

れて、ほぼ二ヶ月以上過ぎ

ましたけどもう日本になれま

したでしょうか。今日はゆっ

くりとしていって下さい。 

例会プログラム 

司会 松本安永 SAA 

点鐘 

ロータリーソング（我等の生業）斉唱 

ロータリーの綱領・四つのテスト唱和 

 竹内 広会員 

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 

小林 功会員 

奥様誕生祝い 

小林忠司令夫人・竹内令夫人・大澤令夫人 

 柿沼令夫人 

結婚月祝い 

 寺澤銀三会員・村田正仁会員・長谷川信子会員  

委員会報告 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

20周年特別委員会 山口光男委員長 

 広報委員会 井上脩士委員長 

出席報告 仁見恵美子委員 

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 929 回例会 2011 年 10 月 5 日 

日 
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 先日の日曜日に『空海と密教の美術展』に行

ってまいりました。今年の 7 月から開かれていま

したが最終日でした。最後に美術展に行ったの

が一年近く前だと思います。この半年間、震災

や原発の影響で日々の仕事の処理をするだけ

で一日が過ぎていく状況でした。実際現在は冬

季に計画停電が起きるという前提で生産計画を

立てています。 

 最終日なの

で入場まで相

当待たされる

覚悟で行きま

したが 15 分

程度で入れ

ました。 

ただ隣の科

学博物館では恐竜展があり、最後尾での待ち

時間 90分以上で、また現在上野公園は工事中

であることも重なって周辺いったいは人ごみで

あふれていました。 

恐竜展の出口方向では、たくさんの親子連れが

いて、恐竜のフィギアを持った子供が写真を撮

ったり、フィギアで遊んでいました。 

 入場してみると空海の書の関連が展示してあ

り、空海は四つの書体があるらしく 

その時々によって使い分けていたようです。ど

の書体も重量感がありどっしりとした存在感があ

り、なおかつ生命感というか脈動で勢いがある

ように感じました。仏像エリアにおいてはそうそう

たるものがあり、これだけの質、量供に満ちてい

る展示は初めてだと思います。 

 このような内容の美術展での入場者の年齢構

成は元来高齢のひとが多いのが普通でしたが、

ここ数年徐々に若者が多くなってきたように感じ

ます。 

場内を見渡してみますと、高校生と思える人や

大学生がシングル、カップル供に多くいました。

今回は特に若者が多いと感じました。それもデ

ィズニーランド気分ではなく真剣に鑑賞というよ

りは観察に近い雰囲気でした。 

 また今年は海外からの借り入れでの美術展が

原発事故の影響で中止されています。 

誠に残念でたまりません。 

 最近、鉄子、山ガール、歴女と言うことばがあ

りますが、このようなところにたくさんの若い世代

が行くようになったのは、単にモード、ファッショ

ンのみではないような気がします。社会構造の

変化とまで行かなくとも、この点を観察していき

たいと思います。ありがとうございました。 

幹事報告          石井英男 幹事 

Ｔｈｅ Ｈａｐｐｙ 水曜日 ロー

タリーに誇りを！ 

皆さんこんにちは。幹事報告

をいたします。 

１．10 月のロータリーレートは

78円です。 

２．9/17 地区広報セミナー 

３．9/24 地区管理運営部門セミナー 

４．9/14 中長期委員会 

５．9/27 20周年記念事業実行委員会 

６．10/2 ふれあい広場 

７．10/3 地区チャリティーゴルフ 

御結婚祝い 

 

奥様誕生祝い 
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会員誕生祝い        小林 功 会員 

 日々目標を持ち、健康で

明るく元気に生活して行き

たい。本日はお祝いありが

とうございます。 

 

 

 

奥様誕生祝い       小林忠司 会員 

 妻の誕生日祝ありがとうござ

います。女房も毎日孫の世話

で頑張っています。先日娘２人

連れて家族４人で天橋立・鳥

取砂丘に行ってきました。久し

ぶりに娘を連れての旅行、大変楽しかったよう

です。 

竹内 廣 会員 

 お祝いありがとうございま

す。おかげさまで今まで健

康で家族ともども楽しく過ご

させてもらっております。こ

れからも皆様と共に元気に

生活していきたいと思います。 

御結婚祝い          寺澤銀三 会員 

過日近間のお客の女性が

店に来られ、この方の言う事

にはここまでこれたのは奥様

のおかげという事でこれを機

にあらためて女房に感謝の

礼を伝えました。 

 

 
前会長、前ガバナーより表彰される！ 

乾杯               馬場知行 会員 

 

皆さん、おめでとう！乾杯！ 

委員会報告 

20周年特別委員会     山口光男 委員長 

 9 月 27 日に開催した 20 周

年特別委員会において決定

したことを報告します。記念

式典開催日は 5月 13日（日）

になります。この日は我がクラ

ブの創立記念日にあたります。会員の皆様にお

かれましては、必ず出席されますよういまから予

定にいれておいていただきたい。記念式典に

おいて実行される項目と、予定する招待客団体

等の名称が書いてありますが、この他にまだ招

待したほうがよいと思う団体があれば、私か小

畑式典部会長までお知らせください。また、組

織図を一部変更しています。予算の配分につ

きましても本日配布した資料に掲載しています。

20 周年の記念式典は、我がクラブを招待者の

皆様に見ていただき、外に向けて将来の意気

込みをアピールする場であります。その意味で

会員一人ひとりが 20 周年を意識した行動を見

せていただきたい。今後の例会において 20 周

年をテーマに会員の皆さんにスピーチをしてい

ただく時間を設けていきたいと考えています。

皆さまの絶大なるご支援ご協力をお願いしま

す。 
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親睦・家族委員会       加藤 勉 委員長 

10月 8日、今週の土曜日開

催されます「こうのす花火大会」

へ沢山の参加をお願いします。

飲み物は各自持参して下さい。

つまみは親睦委員会で用意致

します。親睦旅行の決算書が

出来ましたので見ていただきたいと思います。

親睦家族委員会より￥160,836 補助させていた

だき、１名当り￥3,000払い戻し致します。 

 

「永遠の出会いに」 出版記念祝賀会について

小畑正勝 会員 

 この度、津田パストガバナー

仁美夫人、出版記念祝賀会

に 鴻巣水曜ロ－タリ－クラブ

会員より 19名参加申し込みが

ありました。10月 13日木曜日

午後 6 時.浦和ロイヤルパイン

ズホテル21階スカイバンケットで開催します。集

合は当日 午後 4 時 15 分までに 鴻巣駅改札

口前集合. 出発: 午後 4時 26分発上野行きと

します。又 会費は一人 15,000円、支払いは各

人別々に速めに指定場所へ振り込み下さい。 

当日、皆でお祝いをしたいと思います、ご参加

宜しくお願い致します。 

広報・情報委員会      井上脩士 委員長 

今月は、「職業奉仕月間」

「米山月間」です。（左開き）

ｐ5 より、職業奉仕月間にち

なんだ特集記事が続く、甲

府RC高野本男さんの「ロー

タリーの目的は職業奉仕の

推進にある」は力強い。来年のＲＩ国際大会地

「タイ・バンコク」の特集記事もみられます。（右

開き）日本郵船宮原会長の「海洋国日本よ元気

を出せ！」は、読み応えがあります。両表紙写

真も季節感がよくでていてすばらしい。 

 

会長ジュリーさんへお小遣いを渡す！ 

 

出席報告        仁見恵美子 委員 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 10 月 5 日 9 月 21 日 9 月 7 日 

 929 回 927 回 925 回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 31 30 28 

出 席 数 17 18 22 

欠 席 数 14 7 6 

例会出席率 54.84％ 60.00% 78.57% 

Ｍ Ｕ 数 8 6 3 

合計出席数 25 24 25 

出 席 率 80.64％ 80.00％ 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 167,500 円

本 日 の 合 計 22,000 円

次回繰越金合計 189,500 円  

 

編集後記 

今年の夏も徳之島へ帰ってきました。今年は、

「冬のタンカン」「夏のパイナップル」と不出来だ

そうです。自然には勝てません。今年は自然災

害が多くありました。私たちは世界に誇れる美し

い日本を守る努力をしなければなりません。 

（Ｓ.Ｉ） 

 

 

 

 

 

 

10月 8日(土)花火大会 PM7:00～ 

 

 

 

 

 

お客様スマイル 

 田邊 聖様・・・本日も宜しくお願いします。 

スマイル 1  今月は「職業奉仕月間」です。皆さん、職業奉 

         仕を考えよう！    

紀陸一夫会員・小林忠司会員・加藤勉会員・寺澤銀三会員・

井田喜代志会員・馬場知行会員・山口光男会員・小畑正勝

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・小林玲子会員・坂口正城会員 

スマイル 2  台風 12号災害義援金をお願いします。 

竹内 廣会員・加藤文男会員・井上脩士会員 
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今後の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ガバナー公式訪問 

１１月２日 

（水） 

第 933回 通常例会 

会員誕生・配偶者誕生・結婚月祝い 

１１月９日 

（水） 

第 934回 通常例会 

会員卓話 職業倫理１ 馬場会員 

１１月 16日 

（水） 
振替休会 

１１月 12日 

（土） 

第 935回 移動例会地区大会 

浦和ロイヤルパイン 11:30登録 

１１月 13日 

（日） 

第 935回 移動例会地区大会 

春日部市民文化会館 11;30登録 

１１月 23日 

（水） 
法定休会 

１１月 30日 

（水） 

第 936回 移動例会 

献血例会 総合福祉センター 

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 


