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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    （奉仕の理想） 

ロータリーの綱領・四つのテスト唱和 

柿沼洋一 会員 

 

 

 

例会プログラム 

司会 松本安永 SAA 

点鐘 

国歌斉唱 

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 

 柿沼洋一会員 

会長挨拶 加藤文男会長 

幹事報告 石井英男幹事 

奥様誕生祝い 

紀陸令夫人 久保田令夫人 

結婚月祝い 

安藤夫妻 石井夫妻 小林功夫妻 

委員会報告 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

新世代奉仕部門 山口光男部門長 

広報・情報委員会 井上脩士委員長 

直前会長慰労会 松本安永 SAA 

平和フェロー基金 津田健三会員 

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 933 回例会 2011 年 11 月 2 日 
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会長挨拶           加藤文男 会長 

皆さんこんにちは、前回の三

國ガバナー公式訪問例会とク

ラブ協議会、またその前の準備

作業とほぼ終日ありがとうござ

いました。とてもよい成果を得ら

れたようです。また横浜ベイスターズの買収の

話をしましたが、DeNA に決まったようですが、

商品名のモバゲーのことで一波乱ありそうな気

がします。個人的には今後が楽しみです。 

ニュースで皆さんすでにご存知でしょうが、こ

の地球上の人口が 70 億人を超えたようですね。

確か 15年前は 50億の人口だったと思います。

どのように確認したかわかりませんが、エジプト

時代は 1500 万人だったようです。これほどまで

の急激な人口増加をもたらした原因は当然なこ

とですが科学技術の発達以外にはないと思い

ますが、戦争の連続でもありました。戦争の目

的はエネルギーの確保にあると思います。 

やかんの蓋のワットは蒸気エネルギーで有名

な話ですが、近代の石炭、石油、ガスの化石燃

料のみならず領土、食料、水これらすべてエネ

ルギーですね。現在においてもこの構造は変

わらないですね。今はさすがに即ドンパチの戦

争はしませんが、一触即発を覚悟で領土拡張

政策を取っている国もあります。昔松下電器の

松下幸之助さんが公園の水道の水が自由に好

きなだけ飲めるように、商品を日本中に普及さ

せて日本を豊かにしたい様なことを書かれてい

たのを記憶していますが、今の日本は正に松下

氏の夢がかなった国になりました。しかし日本の

ように水道の水を自由に飲める人はこの地球上

でほんの一握りの人のみです。 

日本は水以外のエネルギーの多くを輸入に

頼っています。今の状況では金さえ出せば食

料は輸入できますが、そう遠くない時期にそれ

が不可能な時期が来るでしょう。 

日本の役割は新たな科学技術の確立あるの

みの気がします。これは目先の太陽光発電効

率を上げるような小手先ではなく、30 年、50 年

先を見据えたシステムパラダイスからなる科学

技術の確立は日本の役目だと思います。今後

数十年で 100 億人の人口に達するデータが出

ています。今日はここで終わりにしておきます。

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。ザ.ハッピ

ー水曜日 ロータリークラブに

参加ありがとうございます。 

11 月のロータリーレートは、

１ドル 78円です。 

先日 10 月 28 日 日韓受け入れガイダンス、

ラフレさいたまに山口委員長が参加しました。 

10月 29日(土)は RLIパートⅡ（ロータリー研

修）に、石井幹事が参加研修して来ました。 

・ 自由にディスカッション（意見）に参加して

下さい。 

・ 注意深く聴きましょう。 

・ 経験を自由に語り合いましょう。 

・ 本題から離れないように注意しましょう。 

・ 他人の発言に対して寛容に。 

・ 自分と違った視点に対し感謝しましょう。 

ここからスタートです。 

各委員会では、10 月 12 日、30 日にふるさと

の杜 除草がありました。参加ご苦労様でした。 

10 月 31 日 ふれあい鴻巣ウォーキングに柿

沼委員長を中心に代表者会議をレストラン とき

で開催しました。その他では 10 月 26 日 北本

レストランで井上前会長の慰労会をロータリアン

及び奥様方、大勢参加で楽しく出来ました。 

11月 9日（水）、会員卓話を馬場知行会員に

お願いします。 

11月 12日（土） 地区大会を浦和ロイヤルパ

インズにて AM 11：30登録になっています。 

大会第 1日目（11/12） 出席義務者は 会長、

幹事、会長エレクト次年度幹事と、5 大奉仕委

員長です。大会第 2 日目（11/13） 春日部市

民文化会館にて AM 11：30登録全会員の登録

参加をお願い致します。 
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11月16日は(振替休会)例会ではないですが、

日高市のサイボクハム天然温泉 まきばの湯に

て半日旅行を予定しています。親睦委員会より

報告を頂きます。 

11 月 30 日（水）は献血例会、鴻巣総合福祉

センター AM 10:00～AM 11:45、PM 1:00～

PM 3:45 までとなっています。会員各社の 1 人

でも多くの献血参加をお願い致します。 

奥様誕生祝い       紀陸一夫 会員 

 

 64 年間連添っている。お互いに何事もなくき

ました、幸福です。皆様も私にならって、長生き

して下さい。 

 よろこびの 米寿の朝や 秋の不二 

 むすばれて ６４年 今朝の秋 

御結婚祝い          石井英男 会員 

本日は結婚祝いとして、サイ

ボクハムのお品を頂きありがとう

ございます。 

唯今、人生 有意義に頑張っ

ています。二人三脚で。 

乾杯               寺澤銀三 会員 

 

皆様おめでとうございます、乾杯！ 

委員会報告 

ふれあい鴻巣ウォーキング特別委員会 

柿沼洋一 委員長 

 第19回ふれあい鴻巣ウォー

キングが来年 5月 27日（日）

に開催予定となりました。第 1

回の实行委員会も 11月 22日

（火）、総合福祉センターで行

われます。皆様の御協力をお願い致します。 

親睦・家族委員会       加藤 勉 委員長 

   サイボクハム親睦会 

先週例会にて発表させて頂

きましたサイボクハムへの小旅

行の件、現在 11名の参加申込

みを頂いておりますが、まだ返

事をもらっていない方もおりますのでぜひ参加

をお願いします。人数によっては自家用車に分

乗で行く予定です。20 名以上でしたらマイクロ

バスで行く予定なのでぜひ御協力下さい。 

広報・情報委員会      井上脩士 委員長 

（左開）ＲＩ会長メッセージ。 

イギリスのモーゼス卿のことば

「人生で他の人々と分かち合う

ことをいとわない分だけが私た

ちの価値なのだ」は、ロータリ

ーの精神ではないでしょうか。 

今月は、ロータリー財団月間ですので、その

特集号になっています、読んで財団の仕組み・

役割などを知って下さい。 

（右開）春夏連覇した沖縄・興单高校硬式野

球部監督我喜屋さんの文章を是非読んで下さ

い。「子供達は、練習もさることながら、人間性を

磨くことで優勝を手にすることができたのです」

と書かれています。 



4 / 6 

 

 
 

新世代奉仕部門       山口光男 部門長 

 先月の 28 日に地区インタ

ーアクト韓国訪日団受入れ

の件で、ラフレさいたまで受

入れガイダンスがありました。

今年度は受入れが 50名、日

本からの派遣が 49 名という

ことで、鴻巣水曜クラブの受入れは無いかもし

れません。というのも派遣するクラブは受入れを

しなくてはなりません。説明会ではインターアク

トクラブが無いクラブ、5 クラブ程参加していまし

たが、もしかしたら受入れ要請は無いと思われ

ます。 

次に青少年交換学生の受入れの件ですが、

ジェリーさんは津田健様のおたくで受入れをし

ていただいていますが、今月いっぱいということ

になっています。そのあと 12 月からのホストファ

ミリーが決定しておりません。どうか会員の中か

ら受入れをお願いしたいと思います。 

前会長慰労会報告       松本安永 会員 

先週 10 月 26 日、ガバナー

公式訪問の後の夜 6時よりアド

マーニ北本店において井上脩

士直前会長をお招きして慰労

会を企画開催致しました。会員

17名、奥様 4名とご招待 2名、全 23名で開催

できました。 

飲み物分で予算から少々足が出ましたが、

会長に埋め合わせて頂きました。 

 

ロータリー財団（ロータリー平和フェロー） 

津田健三 会員 

皆さんこんにちは、今月の

ガバナー月信に小畑さんが平

和フェローに 1万ドルの寄付を

された事が載っています。大

変ありがとうございました。10

月 3,4 日、ＲＩ本部に行ってきました。2015 年ま

でに 9500 万ドルを集めるということで、大変な

役目をいいつかった。今年度残り 7 カ月で 170

万ドル集める目標です。皆さん、宜しくお願いし

ます。 

ロータリー財団 寄付者 表彰 

 

 

皆様 ロータリー財団への寄付に感謝、感謝！ 

紀陸一夫会員 ありがとうございます。 

加藤勉会員 ありがとうございます。 

蓮江郁夫会員 ありがとうございます。 

馬場知行会員 感謝、感謝！！ 

石井英男幹事 ありがとうございます。 

皆様の寄付により世界中の子供たちがすくわれ

ています、これからも寄付をお願いいたします。 

R財団委員長より 

 

 
地区出向者へ会長より出向地区役員費 
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出席報告         宮城 仁 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 22,000 円

次回繰越金合計 187,500 円  

 

 

編集後記 

今月のロータリーの友のなかに、「水をきれい

にまじり気なく 問題を解決したグローバル補助

金」の記事を読んで東アジアではまだまだ日本

のようにきれいな水をいつでも腹一杯飲めない

んだ。その日本で今、水道水でなくミネラルウォ

ータービジネスが盛んだと聞きます。我家でも

「雨水」を貯めて草木にあげる計画を練ってい

ます。水は身体にとってなにより大事！  （ＳＩ） 

 本日 修正 

 11 月 2 日 10 月 26 日 10 月 19 日 

 933 回 932 回 931 回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 32 31 31 

出 席 数 21 19 19 

欠 席 数 11 12 12 

例会出席率 65.62％ 61.29% 61.29% 

Ｍ Ｕ 数 3 3 3 

合計出席数 24 22 22 

出 席 率 75％ 70.96％ 70.96％ 

個人スマイル  

井上脩士会員…先日は、慰労会を開いていただき、夫婦

共々に楽しいひと時をすごしました。ありがとう

ございました。 

スマイル 1 地区大会への出席をお願いします。 

紀陸一夫会員・津田健三会員・高野 剛会員・小林忠司会

員・宮城 仁会員・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・

蓮江郁夫会員・石井英男会員・仁見惠美子会員・柿沼洋

一会員・小林玲子会員・田邊 聖会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

12月 7日 

（水） 

第 937回 通常例会 

会員誕生・配偶者誕生・結婚月祝 

12月 14日 

（水） 

第 938回 移動例会 

年次総会・クリスマス例会 

12月 21日 

  （水） 

第 939回 通常例会 

会員卓話 健康Ⅱ 蓮江会員 

12月 28日 

（水） 
振替休会 

12月 21日 

（水） 

第 940回 移動例会 

年越し例会 宝持寺 

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 


