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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               君が代 

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 

小畑正勝 会員 

あけましておめでとうございます。 

大澤会長、海老名さんようこそお越しください

ました。今年もよろしくお願いいたします。 

 

例会プログラム 

司会 松本安永 SAA  

点鐘 

国歌   君が代 

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 小畑正勝会員 

お客様紹介 加藤文男会長 

会員誕生、奥様誕生、結婚記念月祝い 加藤文男会長 

交換留学生 ジュリーへ 1月分贈呈 

井上会員へホームステイ 謝礼 

会長挨拶 加藤文男会長 

幹事報告 石井英男幹事 

お客様挨拶 

鴻巣 RC会長 大澤一司様 

地区インターアクト委員長 海老名寛様 

韓国インターアクト自己紹介 李 永朱君 

 楊 定祐君 

乾杯（会員誕生、奥様誕生、結婚月祝い）宮城仁会員 

会員誕生コメント 

委員会報告 

ふれあい鴻巣ウォーキング 柿沼洋一委員長 

広報雑誌 IT委員会 井上脩士委員長 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 井上脩士副 SAA 

点鐘 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 941 回例会 2012 年１月 11 日 

日 
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韓国インターアクト高校生紹介 

 

左から通訳の黃（フォン）さん､李君､楊君、大

澤様、海老名様（インターアクト委員長） 

会長挨拶          加藤文男 会長 

皆さんこんにち

は、午前に韓国

訪日学生二人と

鴻巣ロータリーの

大澤会長、福島

幹事、鴻巣水曜ロ

ータリー4名、総勢 11名で原口鴻巣市長に表

敬訪問に行ってまいりました。そのなかで将

来の夢は、と原口市長の問いかけにたいして、

将来は大企業の会長、もう一人はバイオ工学

の研究者と二人とも堂々と話されていました。

高校生の夢に期待したいと思います。 

先日あるブログを見ていましたら興味あるも

のがありましたので紹介します。彼女は有名

なブロガーで出版もされていますのでご存知

の方もいると思います。 

タイトルは―――ギリギリまで「まとめに入らな

い」能力―――― 

内容は何かを作り上げる時に「作る」と「整

える」という二段階の作業が必要で、最初の

「作る」作業は中心的な価値をで、後半の「整

える」はその価値をプレゼンするためにパッケ

ージングする作業のようなものだそうです。こ

の「作る」作業から「整える」作業に移行するこ

とを、「まとめに入る」と呼ぶらしいです。何事

においても期限というものがありますから、一

旦「まとめ」モードに入ると、本質的な価値を

上げることが難しくなるようです。 

要は、まとめモードに入るタイミングをどこま

で引き伸ばせるか、どこまでまとめに入らず我

慢できるかが、最終的な仕事の価値を決める

ようです。まあ、当然といえば当然ですし、い

たって自然な思考だと思います。 

大企業、別に大企業に限りませんけど、そ

の他の組織の中には最初から落としどころを

考えて、即まとめに入る人たちがいます。この

種類の人種は自分の経験則からして少なくは

ないです。というよりは日本においては相当

多いとビジネスの上では感じてきました。こう

いう人種は結構立ち振る舞いがスマートで周

りの評価も高いです。日本においては。この

傾向はヤバイと思います。 

最後に当クラブは創立20周年を迎えます。

これからの半年宜しくお願いします。 

幹事報告         石井英男 幹事 

皆様、こんにちは。

鴻巣ロータリークラブ

の大澤会長、インタ

ーアクト委員長の海

老名様及び韓国の

高校生 2 名 交換留

学生ジュリーさん、ザ．ハッピー水曜日 鴻巣

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。 

1月のロータリーレートは１ドル 78円です。 

1月 6日に役員、理事会を PM 6:00より、ゆ

き寿司にて開催しました。 

1月 11日 本日鴻神社に AM 11:30 より寺

澤会長エレクトを代表に祈願して来ました。な

お今日 日韓青少年交換学生の歓送迎会を

市内メイキッスにて PM 6:00 より開催しますの

で大勢、会員参加してください。 

次に1月26日 2770地区第5クラブの Inter 

city Meetingを東武バンケットホール上尾にて。

開会を 13:50より（受付 13:00）移動例会があり

ます。集合時間等は後日、報告します。 

本年もよろしくお願い致します。 



3 / 6 

 

 
 

お客様挨拶  

鴻巣ロータリークラブ  会長 大澤一司 様 

皆さん新年明けましておめでとうございます。

伺いますと水曜クラブさんは今年 20 周年とい

う事で、重ねてお祝い申し上げます。 

私ども鴻巣クラブも今年 45 周年を迎えます。

その節はよろしくお願いいたします。 

さて、第 23回文化講演会を来る 3月 31日

に開催します。今年のテーマは(普通の家庭

でつぶされてゆく子供の心)というテーマです。

講師は東海学院大学大学院の長谷川博一

教授です。子育て中の皆さん及び子育て中

のお知り合いの方にぜひご案内下さい。 

韓国ｲﾝﾀｰｱｸﾄ交換学生自己紹介 

李 永朱（イ・ヨンジュ）君 

将来の夢は大企業の会長です。 

 

楊 定祐（ヤン・ジョンウ）君 

将来は社会の役に立つ人になりたいと思いま

す。 

 
 

乾杯               宮城 仁 会員 

インターアクトの皆さんようこそいらっしゃい

ました。また、鴻巣クラブの大澤会長、海老名

様ご苦労様です。それでは、誕生を迎えた方、

結婚記念を迎えた皆さんおめでとうございま

す。「乾杯」 

 

 

会員誕生祝い     仁見惠美子 会員 

1月 15日で 68才になります。孫も 5人にな

りました。健康第一に考えて生活したいと思い

ます。 

 

奥様誕生祝い     高野よしこ 令夫人 

当クラブが発足したとき、家内はピチピチの

32歳でした。今は 52歳、私は 70歳、すっかり

ジイさんになって、何かと家内に迷惑をかけて

しまうことが多くなりました。持病が多く、いつ

も心配ばかりかけております。 

私たち夫婦の愛の結晶である、未来も 12

歳になり、あれこれ、私の身の回りの世話をし

てくれます。女房に感謝。 

 

結婚記念月祝い      竹内 廣 会員 

48 回目の記念

日を迎えます。早

いものです。これ

からも仲良くすご

して生きたいと思

います。 
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青少年交換留学生 ジュリーさん 

みなさんこんにちは。冬休みに私と他の留

学生と一緒にショッピングに行きました。原宿

にも行きました。楽しかった。井上の家に住ん

でいます。私のホストファミリーが好きです。毎

日日本語を勉強しています。去年もがんばり

ました。おととい冬休みが終わりました。だか

ら学校もがんばります。部活が難しい。でも剣

道部の友達は優しい。皆さんは私に教えたい。

私も習いたい。Happy new year でよろしくお

願いします。 

 

委員会報告 

ふれあい鴻巣ウォーキング実行委員会 

委員長 柿沼洋一 会員 

 第 19 回ふれあい鴻巣

ウォーキング会議を 1 月

16 日(月)PM７：00 鴻巣

市総合福祉センターに

おいて第 2 回目の総務

委員会を開催します。 

1月 23日(月)PM6：30 より、同じく鴻巣市総

合福祉センターにおいて、第 2回実行委員会

を開催いたします。会員の皆さんの出席をお

願いいたします。 

広報雑誌 IT委員会 井上脩士 委員長 

1月は、ロータリー

理解推進月間です。

皆さんロータリーに

ついて考えましょう。 

「ロータリーの友・

１月号」左開 P3、ロ

ータリー創始者、ポール・ハリスのカムリーバ

ンクの家に、日本のロータリアンが寄贈した石

灯籠。右開 P2、「臓器提供と移植医療」と P7、

君知るや「今野もやし」の文章は興味深い話

です。P18、「PPK ピンピンコロリ」を世界語

に！長野県の予防医学活動はよく知られて

います。 

 

 

出席報告        宮城 仁 委員長 

 

 

 本日 修正 

 1月 11日 12月 31日 12 月 21 日 

 941 回 940 回 939 回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 29 31 31 

出 席 数 19  17 

欠 席 数 10  14 

例会出席率 65.6%  54.80% 

Ｍ Ｕ 数 4  5 

合計出席数 23  22 

出 席 率 79.3％ 100% 70.76 

スマイル報告       井上脩士 副 SAA 
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前回までの合計 274,700 円

本 日 の 合 計 21,000 円

次回繰越金合計 295,700 円  

 

編集後記 

あっという間に 12月が過ぎ、1月も半ば、加

藤年度も終盤に入った感がある。しかし残さ

れた課題、行事はたくさんあるのだ。 

会員一丸となって取り組まなければならな

い。出席率を上げることは、一丸となることに

通じるのでは。ｔｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様スマイル 

大澤一司様…新年明けましておめでとうございます。本年

も宜しくお願いいたします。 

海老名寛様…インターアクトへのご協力ありがとうございま

す 

個人スマイル 

間室照雄会員…1月 3日から 8日までの日程で家内とマレ

ーシアに旅行しました。 

本日のスマイル： 日韓インターアクト青少年交換学生の 

李 永朱君･楊 定祐君 ようこそ 

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・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・柿沼洋

一会員・小林玲子会員・小林 功会員・田邊 聖会員 

日韓青少年交換学生送別会 
1月 11日(水) 17:30～メイキッス 

初詣 
1月 11日(水) 11:30～鴻神社 
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井上君 

 

寺澤銀三 会員 

 親愛なる韓国国家そし

てここに居られるヤン・

ジョンワ君、イ・ヨンジュ

君が日本に来られ心より

歓迎致します。 

さて、話は少々固くなり

ますが、私は政治家ではありません。一市民

として本音を話して見たいと思います。 

過去の歴史の中に、貴国に対し多大な損

害と心を痛めさせた事を日本人のほとんどは、

反省と申し訳なく思っております。日本の政治

家は、目先のことばかりで大人げない事しか

国民の目には映りません。 

どうか両国とも幅広い見地に立って創造的

に、今までの教訓を生かし信頼し、日韓両国

の他東单アジア全般の経済と平和の為にも

絆を高めて行く事が、発展につながるのかと

思います。 

政治を動かすのは、今や国民一人一人の

力が左右される時代です。それには、諸君、

君達のエネルギーが必要かと思います。私共

それを大いに期待しているのです。どうか家

に帰ったら、お父さんお母さんにそして友達

にも、日本のある爺さんが、こんな話をしたと

お伝え下さい。 

皆さん体に気をつけて勉学に励んで下さい。

もし日本に来る機会がありましたら私の所へ

来て下さいね。待ってます。サヨナラ！ 

 

 

今後の活動予定 

 

 

1月 18日 

（水） 

第 942回通常例会 

奉仕プロジェクト協議会 

1月 25日 

（水） 
振替休会 

1月 26日 

（木） 

第 943回移動例会 

１Ｍ 東武バンケットホール上尾 

登録受け付け 午後 1：00 より 

2月 1日 

（水） 

第 944回通常例会 

会員誕生・配偶者誕生・結婚月祝い 

花チャリティ 

2月 8日 

（水） 

第 945回通常例会 

会員卓話 職業倫理 2 馬場会員 

2月 15日 

（水） 

第 946回例会 

職場訪問 

2月 22日 

（水） 
振替休会 

2月 29日 

（水） 
休会 

3月 1日 

（木） 

第 947回移動例会 

3 クラブ合同例会 北本 RC主管 

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 


