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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 

 

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 

井田喜代志 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 

ロータリーの綱領・四つのテスト唱和 

 井田喜代志会員 

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 

馬場知行会員 紀陸一夫会員 蓮江郁夫会員 

高野 剛会員 竹内 廣会員 石井英男会員 

馬場知範会員 久保田有一会員 大澤二三夫会員 

井田喜代志会員 

奥様誕生祝い 

津田令夫人 寺澤令夫人 間室令夫人 

結婚月祝い 

井田夫妻 坂口夫妻 田邊夫妻 

委員会報告 

20周年記念特別委員会 山口光男委員長 

ふるさとの杜特別委員会 間室照雄委員長 

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 944 回例会 2012 年 2 月 1 日 

日 
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会長挨拶            加藤文男 会長 

皆さんこんにちは、例会開

催時間は 12：30から 13：30の

一時間です。今年度の基本方

針のひとつとして例会時間は

厳守するという基、事实松本

SAA にこの半年間やっていた

だきました。今 13：30 になろうとしていますが、

予定通り終了します。ただボードの例会内容は

全て行います。皆さんの協力と、松本 SAA 宜し

くお願いします。 

会長からのお願い 

例会の食事のことですが、お実様をお呼び

する時は例会の前日午前中までに、お実様を

お呼びする会員が直接宮城委員長に連絡して

ください。 

多くの方は新聞等でご存知だと思いますが、

31年ぶりに日本の輸入額が輸出額を 2兆 5千

億円上回った、つまり赤字ですね。当座の原因

として、先の大震災、タイの洪水等あろうかと思

いますがこのこと事態は事实だと思いますが、こ

れのみに原因を求めると大変なことになると考

えます。この後は次回に回したいと思います。 

 

幹事報告          石井英男 幹事 

幹事報告します。本日は

時間が少ない為に報告のみ 

1 月のロータリーレートは１

ドル 78円です。 

1月 23日(木) にふれあい

鴻巣ウォーキング委員会を

鴻巣福祉センターにて、レクレーション協会と水

曜ロータリーの代表役員で開催しました。 

1 月 26 日(木) インターシティ、ミーティング

（IM）を上尾駅前の東武バンケットホールに水

曜ロータリークラブ会員 15 名参加しましたが、

当クラブより講師としてパストガバナー津田様の

基調講演がありました。 

今月は 2月 22日に、上尾東ロータリークラブ

担当の会長、幹事会があります。  以上です。 

会員誕生祝い        馬場知行 会員 

2 月 6 日（月）に

63 歳になります。今

日は、2月 4日（土）

午後に開催する祈

祷会の PR をさせて

いただきます。造形

作家鈴木さんの「渡

辺綱」の額が当日奉納されますのでぜひお越し

ください。 

 

高野 剛 会員 

私は 2月 14日、

バレンタインデー

の日に生まれまし

た。今年で満 70歳

になりました。65歳

までは楽しい人生

でしたが、その後は皆さんに迷惑をかけてばか

りの人生でした。これから身体大切にして1年で

も長く生きられるよう頑張りたいと思います。 

 

竹内 廣 会員 

75歳になりま

した。お祝いあり

がとうございまし

た。 

 

 

奥様誕生祝い       津田健三 会員 

女房の誕生祝

いをしていただき、

ありがとうござい

ます。これからも

よろしくお願いし

ます。 
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寺澤銀三 会員 

会員夫人誕生祝

いとしてお話しいた

します。今までに数

十回卓話をしたの

で、今回は少し離

れて間接的に話し

ます。我が妻はこれと言うて病気もせず元気で

一日中働けるのは、妻の生家は山の奥段々田

んぼの農家です。冬は、5～6 米の雪、そして雪

の降らない時は満天の星です。そして美味しい

米と自然の野菜でしょう。それでは米の話しをし

てみます。第 1 の条件は、沢から流れる清水、

第 2 は粘土地、第 3 は昼夜の温度差、第 4 は

肥料だそうです。山の清水も海の栄養素ミネラ

ルを沢山含んでいる事だそうです。 

この半月程前テレビで便秘の話しが出ました

ので实は私もその口です。食事も終り井上先生

の前でおこがましいですが失礼致します。口を

大きく開きゆっくりと息を吸い今度は口を細めこ

れもゆっくりと吐き出す事、これを 5 分間 1 日 3

回やれば治るとの事、私は治りました。今度は、

肩こりの話し。上顎の横あたりのあごの筋肉が

疲れ肩がこるとの事です。細かな医学的な事は

忘れましたが、もしそう言う場面にあったら实行

してみたらいかがですか。体の調子が悪いのは、

どこか大きな原因がある物なんですね。まあな

んでもそう言う事があるものなんですね。早く先

生に診てもらって、元気で楽しい道を歩きたい

と思います。なにしろ片道切符ですものね。 

 

間室照雄 会員 

2 月 24 日が妻

の誕生日です。私

よりも二つ上です

が、園芸教室のこ

とで毎日忙しくし

ています。年間で

は 3,000 人くらいの人に教えることになります。

この頃は、上野の国立施設に飾り付けをするこ

とになって苦心しているようです。私にできるこ

とは茶碗を洗うことぐらいですが、何かお手伝い

をしたいと思っております。 

 

石井英男 会員 

本日は誕生

祝品においしい

お米を頂きまし

てありがとうござ

います。 

人生 50 代に

何が出来たか最終コーナーにかかり、悔いの無

い良い思い出を作りたいです。健康に気を付け

頑張ります。 

 

井田喜代志 会員 

皆さんこんに

ちは。お祝いあ

りがとう御座いま

す。私は今月 2

月 27 日で満 68

歳になります。こ

のような健康な

体に生んで頂いた両親に感謝しております。こ

れからの人生は年齢成りの、無理のない人生の

楽しみを送りたいと思っています。歌に、踊りに、

太鼓をたたいたり、ハーモニカ演奏をしたり自

分が老人ホームに入る前に、今は年に 6 回～7

回ほど慰問に行っております。遠いところは、群

馬のみどり市の大きな施設です。千代田町、桶

川、行田、北本、鴻巣などへ出かけております。

結婚月、昭和 46年 2月 15日が結婚記念日で

す。今年で 40年になりました。今は男ばっかり 4

人の孫に恵まれ楽しく過ごしています。毎年言

っておりますが、愛妻とも子ちゃんには、いつも

感謝です。本日はありがとう御座いました。 
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御結婚祝い           田邊 聖 会員 

平成 3年 2月 16

日以来 21年が経ち

ました。2 人の子宝

に恵まれ、子供中

心ですが、楽しく生

活しています。本日

はありがとうございました。 

 

 

大島さんおめでとう！ 

乾杯               小林忠司 会員 

 

皆様おめでとうございます。乾杯！ 

 

委員会報告 

ふるさとの杜实行委員会   

間室照雄 实行委員長 

第 3 回目の植樹祭の日程

が決まりました。3 月 17 日土

曜日です。昨年度と同じよう

に行いたいと思いますので，

この日を空けておいてくださ

い。 

今年は，小鳥のえさとなるような实のなる木を

中心に植えます。宜しくお願いいたします。 

詳細については後日お知らせいたします。 

 

20周年記念特別委員会      

 山口光男 实行委員長 

本日、7 時より福祉センター

にて「20 周年記念特別委員会」

を開催します。多くの会員の

参加をお願いします。 

 

 

ふれあい鴻巣ウォーキング 实行委員長 

鴻巣レクレーション協会理事長 渡辺秋夫様 

2月 23日（木）午後 6時

30 分より福祉センターに

て「第 3 回ウォーキング实

行委員会」があります。皆

様の参加をお願いします。

準備は着々と進んでいま

す。 

 

 

本日の花チャリティ 「ボロニア・ピナータ」 

 

日だまりでは越冬します。 

花が咲いた後切りもどすと再び花が咲きます。

霜が降りなくなったら地植えできます。（間室） 
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次年度地区出向 委嘱状授与 

 

津田会員、次年度地区諮問をお願いします。 

 

井田会員、次年度地区社会奉仕委員会委

員をお願いします。 

 

 

会長、ジュリーさんに今月のお小遣いを渡す。 

 
会長、ジュリーさん、ホームステイ先井上会員 

出席報告         宮城 仁 委員長 

 

 

 

 本日 修正 

 2 月 1 日 1 月 26 日 1 月 18 日 

 944 回 943 回 942 回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 30 30 29 

出 席 数 21 30 19 

欠 席 数 9 0 10 

例会出席率 70.0％ 100% 65.6% 

Ｍ Ｕ 数 4 0 6 

合計出席数 25 30 25 

出 席 率 83.3％ 100％ 86.2％ 
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スマイル報告        井上脩士 副 SAA 

 

 

前回までの合計 313,700 円

本 日 の 合 計 20,000 円

次回繰越金合計 333,700 円  

 

 

 

 

 

編集後記 

大学受験が真っ盛りです。思い返すとよく勉

強したな！ しかし、ただそれだけだったような

気もします。入学してからは、反動で在学中は

あまり勉強しなかった反省があります。皆さんは

いかがでしたか？頭が柔らかい間に入れとけば

よかった。                   （ＳＩ） 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 8日 

（水） 

第 945回通常例会 

会員卓話 職業倫理 2 

2月 15日 

（水） 

第 946回通常例会 

外来卓話 福島様（行田 RC） 

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 

４クラブ合同例会（北本文化センター） 

18:00受付 18:30点鐘 

3月 7日 

（水） 

第 948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 

3月 14日 

（水） 
振替休会 

3月 17日 

（土） 

第 949回移動例会 

ふるさとの杜植樹 10：00開始 

3月 21日 

（水） 

第 950回移動例会 

職場訪問 

3月 28日 

（水） 

第 951回移動例会 

献血 総合福祉センター 

個人スマイル  

小林忠司会員…12日より、びっくりひな祭が始まります。協

力よろしくお願いいたします。 

馬場知行会員…2月 4日（土）午後２時 30分、御祈祷会お

待ちしております。 

間室照雄会員…3月 17日（土）植樹祭を行うことになりまし

た。ご協力お願いします。 

小林 功会員…仕事で早退します。 

スマイル 1  寒さに負けず、仕事に、ロータリー活動に励もう 

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・山口光男会員・松本安永会員・加藤文男会員・

井上脩士会員・仁見惠美子会員・柿沼洋一会員・小林玲

子会員・田邊 聖会員 

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 


