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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 

 
 

ロータリーソング斉唱    （奉仕の理想） 

 

ロータリーの綱領・四つのテスト唱和 

竹内 廣 会員 

 

ガバナー公式訪問例会プログラム 

司会 松本安永 SAA 

点鐘 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

ロータリーの綱領・四つのテスト唱和 竹内 廣会員 

お客様紹介 

RI第 2770地区ガバナー 三國 明様 

  第 5Gガバナー補佐 尾花正明様 

会長挨拶 加藤文男会長 

幹事報告 石井英男幹事 

委員会報告 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

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 932 回例会 2011 年 10 月 26 日 

日 
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会長挨拶            加藤文男 会長 

皆さんこんにちは、また三

國ガバナー、尾花ガバナー補

佐お越し頂きましてありがとう

ございます。ところでプロ野球

に興味のある方は多いと思い

ますが、横浜はほぼ定位置で決まりました。お

疲れ様と言うところですね。横浜ベイスターズに

買収の話が出ていますが、買収企業には

Gree,DeNAの名が挙がっています。いわゆる広

い意味でのＩＴ企業ですね。尐し前には楽天、

社会問題になりました LiveDoor の名前も記憶

に新しいと思います。また我々が学生でしたこ

ろには、阪神、阪急、单海、近鉄、その尐し前

は西鉄の名がありました。いわゆる電鉄系です

ね。これらの企業は鉄道運賃で利益を得るので

はなく、未開発の土地にレールを引いて宅地開

発をする、ディベロッパーが本当の姿だと思い

ます。この時代は日本の高度成長期の真っ只

中にいた時代だと記憶しています。野球とは関

係ありませんが我々の前の世代は石炭関係の

企業に就くとエリートと言われていたようです。

戦後の復興期だと思います。 

企業の生命は 30 年だとよく言われます。企

業の生命、イコールその企業の商品の寿命だと

思います。しかし近年、ここ 10年．20年くらいで

しょうか企業の生命、つまり商品の寿命が加速

度的に短くなっているような気がします。圧倒的

な勢力を誇示していたマイクロソフトがグーグル

の台頭により経営方針を代えざるを得なかった

のは皆さんご存知だと思います。月並みの言葉

で言えば激動の時代です。 

このような時代の中にロータリーは今いるとい

うことですね。今年度三國ガバナーは「ロータリ

ーに新風を！」イノベーションをテーマに掲げ

ていらっしゃいます。 

守るべきもの、変えてはいけないもの、変えるべ

きものは何なのか？形あるものはハンマーでた

たけばすぐ壊れますけど、人間の意識、姿なき

ものは誠に難しいかぎりです。本日の三國ガバ

ナーの卓話ではこの点をお伺い頂ければ幸い

です。 

三國ガバナー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 

皆様 こんにちは。三國

ガバナー様、尾花ガバナー

補佐様 ザ.ハッピー水曜ロ

ータリークラブにようこそ、

参加ありがとうございます。 

本日は 2011-2012 三國ガバナー公式訪問例

会です。 

幹事報告をします。 

10 月 24 日(月) 鴻巣市民ゴルフに水曜ロー

タリークラブで 3組 11名の参加がありました。当

日の参加は 185名の中で、我がクラブの竹内会

員さんが 74歳にしてグロス 73でエージシュータ

ーを成し遂げました。グロスでも№１になりました。

大変おめでとうございます。 

10 月 26 日(水) 本日 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。

是非多くの会員・奥様のご参加をお待ちしてい

ます。 

10月 29日(土) 国際ロータリー第 2770地区 

RLI.ロータリー・リーダーシップ研究会パートⅡ

に石井幹事が参加します。 

10 月 31 日(月) レストランときで夜 7：00 より

ウォーキング代表者会議を開催します。 

参加者は加藤会長・石井幹事・柿沼委員長・山

口委員・井上委員・小林委員の予定です。 

以上ですが、本日はクラブ協議会です。皆様よ

ろしくお願い致します。 
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ガバナー卓話 

 三國ガバナーから、映像

を使って、今年度の RI会長

方針、2770地区方針な語ら 

れた。 

１， 会員増強 ：万事家族か

らはじまる・継続しながら次のレベルへ・世

界の変化の先頭にたつ 

２， RI長期計画 

① クラブへのサポートの強化 

② 「人道的奉仕の重点化と増加」の目標 

③ 「公共イメージと認知度の向上」の目標 

ポールハリスの言葉『ロータリーの歴史は何度

でも書き換えられなければならない。』 

 

花チャリティに寄せて    間室照雄 会員 

花チャリティは高野さんが

国際奉仕委員長のとき、ポリ

オのための寄付金の一助と

してはじまったものです。本

日は 1500 円で買って戴き、

500円が寄付金として、蓄えられます。 

本日の花は、デンマークカクタスです。クリス

マスカクタス、シャコバサボテンと呼ばれるものと

同じ仲間です。 

今咲いているのは、夏の間、日光戦場ヶ原に

上げて、短日処理をし、花が見えだしたものか

ら地上に降ろして、花を咲かせたものです。短

日植物ですので、このあと 2月にもう一度咲きま

す。花が終わったら、葉を 1枚か 2枚切り戻して

おくと良い形になります。 

日当たりの良いところに置くこと、水をやりす

ぎないことが栽培のコツです。 

バッジ授与式       三國 明 ガバナー 

 

 

委員会報告 

親睦・家族委員会 加藤 勉 委員長 

 11 月 16 日（水）移動例会を

日高市のサイボクハムにて開

催致します。温泉に入って豚

シャブを予定しておりますので

大勢の会員・家族の参加をお

願いします。 

出席報告         宮城 仁 委員長 

 

 

 本日 修正 

 10 月 26 日 10 月 19 日 10 月 12 日 

 932 回 931 回 930 回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 31 31 30 

出 席 数 24 19 17 

欠 席 数 7 12 13 

例会出席率 77.42％ 61.29% 56.67% 

Ｍ Ｕ 数 7 3 5 

合計出席数 31 22 22 

出 席 率 100％ 70.96％ 73.33％ 
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スマイル報告        井上脩士 副 SAA 

 

 

前回までの合計 165,500 円

本 日 の 合 計 44,000 円

次回繰越金合計 209,500 円  

 

編集後記 

竹内パストのエイジシュートの快挙、ほんとう

にすばらしい。人間あきらめず、たえまない日々

の努力が必要なんですね。今、日本人に求め

られるのは、日々前進することかな！鴻巣水曜

RC もどんどん若い会員を増やして 20,30 周年

へ向かっていきましょう。          （ＳＩ） 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様スマイル 

尾花正明様…公式訪問の準備ご苦労様でございました。 

個人スマイル 

竹内 廣会員…一昨日の市民ゴルフコンペで一生の思い

出になるエージ・シュートを達成しました。皆

様にご報告させていただきます。お祝いは、

ニコニコ BOXにお願いします。 

間室照雄会員…前回、急な用事のため休みました。 

スマイル 1 RI第 2770地区 三國明ガバナーようこそ！ 

久保田有一会員・津田健三会員・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・坂口正城会員・宮

坂良介会員・田邊 聖会員 

スマイル 2 竹内廣会員 市民ゴルフで 73、エージ・シュート

おめでとうございます。 

久保田有一会員・津田健三会員・宮城 仁会員・小畑正勝

会員・加藤 勉会員・馬場知行会員・間室照雄会員・松本

安永会員・加藤文男会員・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・田邊 聖

会員 

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（春日部市民会館） 

１１月 16日 

（水） 

振替休会 

サイボク親睦会 

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 

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 
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ガバナー公式訪問 クラブ協議会 

 

 

 

管理運営部門        小林玲子 部門長 

今年度は、SAA・プログラ

ム・出席委員会で例会委員会

と位置付け例会を進める計画

をしています。 

7月 1日（金）午後 7時より、

「和風レストランとき」で、管理

運営部門会議を開催しました。 

 

中・長期計画委員会     小林玲子 委員長 

9月 14日（水）午後 7時より「和風レストランとき」

で第 1回中・長期計画委員会を開催しました。 

 中長期計画について鴻巣水曜ロータリー

クラブの棚卸をする。各委員会が過去行った

事の内容、予算を拾い出す。 

 鴻巣ふれあいウォーキング 会員の参加

全員参加、子供の人数を多くするにはどうし

たらよいか。 

 鴻巣水曜ロータリークラブの看板である、

ふるさとの杜をあとの 2 年間をどのようにした

らよいか。 

 5年中期計画  25周年事業にむけて 

 5～10年中長期計画  30周年事業にむ

けて 

 10 年～長期計画  会員増強・ローター

アクトクラブの提唱・姉妹クラブの提携・事業

所紹介の作成(会員事業所ガイド) 職場体

験を増やす 福祉を目的のチャリティゴルフ

はどうか（鴻巣市福祉チャリティゴルフ）など

の以上の意見が出ました。 

 

クラブ会報委員会      小林玲子 委員長 

７月 22日（金）午後 7時より「クレアこうのす小

会議室１」でクラブ会報委員会を開催しました。

クラブ会報発行までの流れ、クラブ会報書式・レ

イアウト等のルール、会報原稿提出のお願い、

を作成しました。 

活動方針は、手作りによるクラブ会報発行の

5 年目を継続し、欠席者にもしっかりと把握でき

るクラブ会報をめざします。 

活動計画及び実施方法は写真撮影（デジカ

メ）、発行者からの原稿集め、ＦＡＸ・メールを決

められた日までに回収して、会報委員は全員で

作成します。 

 

クラブ活性化部門      小畑正勝 部門長 
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奉仕プロジェクト部門    寺澤銀三 部門長 

 

新世代部門          山口光男 部門長 

 

 

ロータリー財団・米山記念奨学部門 

竹内 廣 部門長 

米山記念奨学委員会    松本安永 委員長 

寄付額は会員一人当たり

20,000 円を目標。当クラブは会

費より 1人 10,000円を寄付に充

てているため、今年度は 50 パ

ーセントの 310,000 円をすでに

達成しています。残りについては今年度 20 周

年記念事業と合わせ、会長と相談しながら達成

できるよう取り組む予定です。 

学友については年度計画書 53ページにある

通り、4 名ともいつでも連絡がつく状況です。今

月も、陳西貴さんが近況報告ということで、例会

に出席いたしました。 

 

ロータリー財団        井上脩士 委員長 

年次寄付 200 ドル、ポリオ寄

付 50ドルを目標にして、現在上

半期年次寄付 50 ドルとポリオ寄

付 50 ドルを振り込んでいます。

残りを下半期に。小畑会員が、ロ

ータリー平和センター基金へ 1 万ドル納付しま

した。 

ガバナー補佐総評  尾花正明 ガバナー補佐

 

直前会長謝辞       井上脩士 直前会長 

三國ガバナー、尾花ガバ

ナー補佐、本日は公式訪問・

クラブ協議会と長時間に亘り

ありがとうございました。 

お二人の人柄のしみた温

かい指導・総評、本当にありがとうございまし

た。 

 

質疑応答            宮城 仁 会員 

質問１ :会員数減尐の中で、

81クラブを見て見ると 15人以

下のクラブが 3割以上あるよう

ですが、これらのクラブの統

合はできないのですか。 

質問 2：ガバナー事務所に改革推進本部をつく

って戴きたい。 

応答：三國ガバナー 

クラブの統合は大変難しいことです、それも

必要ですが、各クラブを支援して強化することも

大事だと想っております。改革ですが、毎年、

新しいガバナーは改革をしようとがんばってい

ます、しかし想った事の半分もできないのが実

情です。 



7 / 10 

 

 
 

鉢花贈呈            加藤文男 会長 

 

三國ガバナーへオレンジ色の胡蝶蘭  

 

小林玲子 会員 

 

尾花ガバナー補佐へデンマークカクタス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉会の挨拶          寺澤銀三 副会長 

本日は大変ありがとうござ

いました。私は常日頃より感

じていることはですね、我が

クラブは大変いい人の集まり

だと言うことです.今後とも宜

しくお願いいたします。 
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松本安永 発起人代表 挨拶 

加藤 勉 親睦家族委員長 

挨拶と司会進行 

 

会長挨拶 加藤文男 会長 

 

 

井上脩士直前会長からお礼の言葉 

 

 

津田健三会員から乾杯の発声 

 

 

 

奥様方ご出席 

直前会長慰労会 
10月 26日 アドマーニ北本店にて 
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記念品の贈呈 

 

 

 

ご苦労様でした。 

 

 

 

手締め 

 

 

 

 

開始前の打ち合わせ 

クリーンこうのす運動 ふるさとの杜 
10月 30日午前 8時～ 
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植えたら、体重を掛けて良く転圧してください 

乾燥に強くなります 

 

枯れたマテバシイの植え替えの説明 

 

通路がきれいになりました 

 

 

甲虫の幼虫がいます 

 

 

 

ミミズがたくさんいます 

 

草刈りがんばりました 


