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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 

 

ロータリーソング斉唱    （奉仕の理想） 

 

四つのテスト唱和       田邊 聖 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 

四つのテスト唱和 田邊 聖会員 

会長挨拶 加藤文男会長 

幹事報告 石井英男幹事 

報告事項 

会員増強アンケート 小畑正勝部門長 

次年度旅行 寺澤銀三副会長 

直前会長慰労会 松本安永会員 

クラブフォーラム ガバナー公式訪問について 

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 931 回例会 2011 年 10 月 19 日 

日 
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会長挨拶           加藤文男 会長 

皆さんこんにちは、今日は

今冬の各電力会社の電気供

給状況について話をしてみた

いと思います。A3 の用紙を見

てください。これは先日の日

経新聞の記事であります。もうすでに多くのメン

バーの方は読んでいると思いますが、参考のた

めにつけました。 

今夏先の震災による原発事故により節電の

みならず、電気事業法の法律により電気使用が

東電管轄内において規制されました。これは自

由主義国家においては大変なことです。資料

の左上の図表を見ていただけますでしょうか。

マークを見てみますとほとんどの電力会社の電

気供給量に不足あるいは不安があるのがわか

ると思います。ただ皮肉にも今夏大変だった東

京電力と中国電力に万全ではないが多尐の余

裕があるようです。現在の電力不足は 40 パー

セントを占める原発の停止が原因であることは

明白ですが、東電においては水力、火力発電

に重点を置いたのだと思います。ただついこの

間まで、地球温暖化防止のため、二酸化炭素

の軽減のニュースが毎日のように発信されてい

ましたが、あの事故以来全く発信されなくなりま

した。どこへ行ってしまったのでしょうか？とは言

え、電力供給に不安があることは事実です。事

実私の事業所においても、今冬停電があるとい

う前提に生産計画を立てております。社会状況

の変化により、夏より冬のほうがおそらく電気使

用は多いと思います。 

この状況は今年のみならず、来年以降当分

の間続くであろうと考えております。これはいうま

でもなくとても大変なことで、日本経済にボディ

ブローのように効いてきます。ただでさえ海外か

らの資本が尐ないところ、益々減尐します。日

本企業においても国内よりも海外への設備投

資が増えるような気がします。小手先だけの省

エネではもうどうにもならない状況であることは

皆さん認識をされていると思います。需要量が

多いのか、供給量が尐ないのかの感覚ではい

けないはずです。最近太陽光発電、風力発電

が注目されていますが、今のところイメージとし

てはよいのですが実態としては安定供給は難し

いのが現状です。 

 

今後それらの技術も含めて技術上のブレイク

スルーがあるのか、又はわれわれの意識を含め

た社会構造の革命的な変化がおきるのかわか

りません。自分自身その答えを今は持っており

ませんが、今までの延長線上に人類の明日は

ないと思います。 

 もしかしたら、これは根拠はないのですがこの

地球上に生息できる人類の数、つまり人口です

ね、すでに限界なのかなと思います。ありがとう

ございました。 

幹事報告          石井英男 幹事 

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。 

幹事報告します。 

(1) 10月 13日(木)出版記念パーティーに浦和

パインズにて「永遠の出会いに」 

津田仁美様が 2770地区を初め大勢のお客様

と水曜ロータリークラブ会員及び奥様出席で、

盛大に開催されました。津田様おめでとうござ

います。 

(2) 10 月 17 日(月)鴻巣青尐年健全育成市民

会議運営員会に加藤会長が出席しました。

（市役所第二庁舎にて） 

(3) 元当クラブ会員伊藤精二様がご逝去されま

した。 
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通夜 10月17日、告別式 10月18日 です。 

謹んでお悔やみ申し上げます。 

(4) 10 月 19 日(水)本日、鴻巣福祉センターに

て午後 6:30 より「ふれあい鴻巣ウォーキング」

代表者会議があります。 

(5) 10 月 24 日(月)鴻巣市民ゴルフに水曜ロー

タリーから 3組の参加者があります。楽しく、有

意義なスコアーを願っています。 

(6) 10月 26日(水)来週は三國ガバナーの公式

訪問例会です。会員全員の出席をお願い致

します。 

以上、ご報告致します。 

 

会員増強アンケート記入のお願い 

         小畑正勝 クラブ活性化部門長 

こんにちはクラブ活性化部

門よりのお願いです、10 月

26 日三國年度公式訪問とな

ります。今年度地区重点目標

にストップザ会員減尐が掲げ

られました。鴻巣水曜ロ－タリ－クラブの増強は

8月に瀧田地区増強委員に卓話をいただき、全

員で目標に邁進しているところです。10 月の今

回は、増強の状況を会員アンケ－トで配布しま

した、7 項目を記入して本日例会終了まで事務

局に提出して下さい、8 項目にはご意見などご

ざいましたら、ご記入下さい。宜しくお願い致し

ます。 

次年度親睦旅行    寺澤銀三 会長エレクト 

１）予定としては黒部アルペン

ルートと佐渡おけさ祭りを計

画しておりますが、今年度に

続き積立の申し込みの方は

事務局に申し込み下さい。 

２）我が国の保護鳥である『とき』に関する本が

事務局にありますので、お読み下さい。また、貸

出もできますよ。 

直前会長慰労会参加のお願い 

松本安永 会員 

10月 26日（水）PM6時、北

本「アドマーニ」にて井上前会

長の慰労会を開催します。今

のところ 16名の参加希望があ

りますが 20 名で予約をしてい

ます。是非多くの会員・奥様の参加をお願いし

ます。 

 

出席報告         宮城 仁 委員長 

 

 

 

 

 本日 修正 

 10 月 19 日 10 月 12 日 10 月 5 日 

 931 回 930 回 929 回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 31 30 31 

出 席 数 19 17 17 

欠 席 数 12 13 14 

例会出席率 61.29％ 56.67% 54.84% 

Ｍ Ｕ 数 3 5 8 

合計出席数 22 22 25 

出 席 率 70.96％ 73.33％ 80.64％ 
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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 22,000 円

次回繰越金合計 165,500 円  

 

編集後記 

イギリスの RC で、「ケチャップでポリオ撲滅」

の運動を始めた。日本の厚労大臣は、不活化

ポリオワクチン早期導入を認めようとはしない。

お隣の中国でポリオの自然発生例が確認され、

いつ日本に飛び火するかわからない。皆さん、

ペットボトルのキャップを事業所・家庭で集めて

下さい。皆さんの一歩の行動が世界からポリオ

撲滅を達成できるのです。         （SI） 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 26日 

(水) 

第 932回 通常例会 

ガバナー公式訪問 

10月 26日 

(水) 

井上脩士直前会長慰労会 

アドマーニ北本店 

10月 30日 

（水） 

地域事業 

秋のクリーン鴻巣 

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馬場知行会員 

１１月 

12・13日 

（土・日） 

第 935回 移動例会 

地区大会 

１１月 16日 

（水） 

振替休会 

さいぼく親睦会 

１１月 23日 

（水） 
法定休会 

１１月 30日 

（水） 

第 936回 移動例会 

献血  総合福祉センター 

個人スマイル 

津田健三会員・・・先日のロイヤルパインズでの出版記念会

に大勢の皆さんに参加して戴き、本当にあり

がとうございました。私共夫婦も又、韓国の金

さんも大変喜んだ次第です。感謝申し上げま

す。 

小林玲子会員・・・東京農大（網走校）アクアバイオ学科 4

年三男が文化祭の水槽展示賞総合２位と、学

術賞をとりました。社会に出て、自信になって

頑張って欲しいです。 

小畑正勝会員・・・先日の出版記念会のお花代の残金をニ

コニコへ寄付します。 

 

スマイル 1 次回例会は、ガバナー公式訪問です。お誘い合

わせの上多数参加よろしく！ 

紀陸一夫会員・高野 剛会員・竹内 廣会員・宮城 仁会

員・小畑正勝会員・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・松本安永会員・

井上脩士会員・仁見惠美子会員・小林 功会員・加藤文男

会員・石井英男会員・田邊 聖会員 

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 


