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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 

加藤 勉 会員 

 

 

 

例会プログラム 

司会 松本安永 SAA  

点鐘 

国歌斉唱 君が代 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

ロータリーに綱領・四つのテスト 加藤 勉会員 

お客様紹介 加藤文男会長 

 原口和久鴻巣市長 

会員誕生祝い 

小畑正勝会員・小林忠司会員 

奥様誕生祝い 

小畑令夫人 

結婚記念月祝い 

久保田有一会員 

交換留学生 ジュリーへ小遣い 3月分贈呈 

会長挨拶 加藤文男会長 

幹事報告 石井英男幹事 

会員誕生コメント     

出席報告 宮城 仁委員長 

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 948回例会 2012年 3月 7日 

日 
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青少年交換留学生  ジュリーさん 

皆さんこんにちは、今週の日曜日からホス

トファミリー変りました。竹内さんの家に住ん

でいます。やさしい人です。 

松女は、テスト中なので学校には行きませ

ん。金曜日は学校があります。テストには私

は行きません。留学生は、広島に行きます。 

私の日本語はまだまだです。竹内さんに、

日本語でたくさん習ってます。後 5カ月位で

すが、がんばります。よろしくお願いします。 

乾杯            井田喜代志 会員 

 

 

会員誕生祝い       小畑正勝 会員 

奥様誕生祝い      小畑絵里香 夫人 

私のところは夫婦とも

に 3 月生まれです。毎

年鴻巣水曜ロータリー

クラブの例会の場で皆

で祝ってもらい大変う

れしく思っております。 

昭和 19年生まれで今年 68歳になります。

同じ歳に井田さん・長谷川さん・仁見さんが

おります。高齢に向かい助け合いの気持ちで

過ごしたいと考えております。 

来る 3 月 17 日、上谷運動公園で常光・笠

原・中央 3 校の卒業生との植樹があります。

今年で 3 回目の最終ですので多くの皆様の

参加をお願いいたします。 

 

会長挨拶          加藤文男 会長 

皆さんこんにちは、ま

た本日は議会中で年度

末の大変多忙なところ原

口鴻巣市長様にお越し

頂きましてありがとうござ

います。本日の卓話を宜しくお願いします。 

この半年間、円・ドルレートがほぼ 75 円程

度でしたが現在の所 80円を超えて急激に円

安にふれました。3 月のロータリーレートはま

だ報告が来ておりませんので暫定的に今ま

でどおり 78円のままです。 

円安になって我々の日常生活に影響した

ことにガソリン価格があります。どこのスタンド

でもほぼ 10 円／L 上がりました。たしか WTI

が 105～110ドル、ドバイ原油が 120ドル程度

だと思いますが、リーマンショックで急激に下

がったあと漸近的に高騰してきたことはご存

知だと思いますが、この半年間ガソリン価格

がほぼ一定していたのは原油価格の高騰と

円高の状況で相殺してきた結果のようです。 

今米国の景気が良い方向にむかっている

のとアフリカの需要が伸びているようです。も

ちろん日本、欧米諸国と比較すれば絶対需

要と一人当たりの量は微々たるものですが今

後、思った以上にアフリカの需要は伸びるよ

うです。また現在の原油の埋蔵量ではなく、

生産量が現状の生産設備ではほぼマキシマ

ムに近いと発言する人もいます。これに関し

ては真否の程はわかりません。いずれにして

も多少の乱高下はあるにせよ、漸近的あるい
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はそれ以上に原油の高騰は避けられないよう

です。 

我々民間事業者のみならず、本日原口市

長様にお越し頂いておりますが、行政等、公

的機関においてもこの事業コストのアップは

おろそかにできない。してはならないと思いま

す。これ以降は次回にしたいと思います。原

口市長様今日は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。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。 

鴻巣市市長 原口和久様、本日は我が水

曜ロータリークラブお越しいただきまして、あ

りがとうございます。幹事報告をします。 

3月 1日(木) 4 クラブ合同例会を北本文化

センターにて我が水曜ロータリークラブでは、

１７名が参加しました。 

3 月 17 日(土) 鴻巣市上谷総合運動公園

内にて、ふるさとの杜プロジェクト第 3 回植樹

祭を行います。今年度で 3年計画が完了とな

ります。実行委員長は間室会員です。 

3月 21日(水) 職場見学をUD上尾工場に

て行いますので、奮ってご参加お願いします。

馬場会員より、詳細は連絡があります。 

3 月 28 日(水) 総合福祉センターにて、第

2 回目の献血例会があります。各企業の皆さ

んの参加・お声掛けをお願いします。 

3 月 29 日(木) 桶川ロータリークラブ創立 40

周年記念式典に、加藤会長・井田会員が参

加予定です。招待されている会員の方は、参

加お願いします。 

3 月 31 日(土) クレア鴻巣大ホールにて、

鴻巣ロータリークラブの文化講演があり「長谷

川博一氏」の講演があります。会長・幹事が

出席予定です。 

 

ポール・ハリス・フェロー 加藤文男 会長 

 

卓話       鴻巣市市長 原口和久 様 

鴻巣水曜ロータリーク

ラブの皆様には市政の

いたるところで、お世話

になっておりまして、この

場をお借りして心から感

謝申し上げます。本日は

市政についてご報告の機会をいただきありが

とうございます。 以下抜粋 

東日本大震災について 

被害状況 屋根瓦の破損および家屋の一

部損壊：鴻巣地域 1092件、吹上地域 68件、

川里地域 485件、合計 1645件 

ブロック塀等の倒壊：鴻巣地域 41件、吹上

地域 33件、川里地域 22件、合計 96件 

このほか道路等のインフラ被害 139 件、家

の倒壊 2件(空き家)人的被害はなし。 

 

放射能問題への取り組み 

放射線量測定の実施：市内27小中学校の

校庭、市内 8か所の保育所の園庭、上谷、吹

上総合、川里中央の 3公園の計 38か所 

測定方法：校庭、園庭、等の中央と四隅の

5か所・地表から 5センチ、50センチ、1ｍの 3
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段階・1段階で東西南北の 4方向にそれぞれ

30秒間、5回測定して平均値を算出した。 

ホットスポット対策 

毎時 0.23マイクロシーベルトを超えた場合

に除染を実施。 

節電への取り組み 

平成 23年 7月から 9月取り組む、取り組み

中は目標の 15％を大きく上回る 28％を達成

した。 

主な取り組み：室内照明 50％消灯、冷房

温度設定 29 度、一部の公共施設の利用制

限など。 

鴻巣市が誇る 7つの日本一 

びっくりひな祭りのひな壇の高さ日本一 

ポピーの栽培面積日本一 

サルビア出荷量・プリムラ出荷量・マリーゴー

ルド出荷量日本一、そして川幅日本一。水管

橋の長さ日本一。 

特にびっくり雛祭りには 8 万人の来場者があ

りました。 

10 月 1 日を市民の日に制定、8 年目を迎

えます。財政面で非常に有利な合併特例債

を最大限に生かした街づくりを実施。 

財政健全化への取り組みとエルミー3Ｆに市

民サポートセンターの整備、パスポートセンタ

ー設置、就労センター、親水公園の整備、耐

震工事、吹上複合施設（26 年度中に完成）

川里生涯学習施設の整備、吹上パークゴル

フ場の拡張整備、などを行う。 

 

 

委員会報告 

20周年記念事業実行委員会 

山口光男 実行委員長 

周年記念式典に向

けて、現在皆様が頼り

の資料の提供をお願い

しております。出来るか

ぎり早くの提出をお願

い致します。 

 

ふれあい鴻巣ウォーキング  

小林玲子 財務委員長 

実行委員会でレクリエ

ーション協会の方々に、

協賛金の依頼をしました。

会員の方、宜しくお願い

致します。 

出席報告        宮城 仁 委員長 

 

 

 本日 修正 

 3月 7日 2月 15日 2月 8日 

 （水） （水） （水） 

 948回 946回 945回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 29 29 29 

出 席 数 19 14 18 

欠 席 数 10 15 11 

例会出席率 65.6% 48.3% 62.07% 

Ｍ Ｕ 数 4 5 4 

合計出席数 23 19 22 

出 席 率 79.3％ 65.52% 75.86% 
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スマイル報告      井上脩士 副 SAA 

 

前回までの合計 369,700 円

本 日 の 合 計 20,000 円

次回繰越金合計 389,700 円  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人スマイル 

竹内 廣会員…ジュリーさんが元気に私どもにホームステ

ーになりました。 

宮城 仁会員…本日の食事は吉野家牛丼セットなんと合

計 670 円です。食べ物業界の競争が凄じい

の一言です。 

スマイル 1  原口市長卓話よろしくお願い致します。 

津田健三会員･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・松本安永会員・蓮江

郁夫会員・加藤文男会員・井上脩士会員・石井英男会員・

長谷川信子会員・仁見恵美子会員・小林玲子会員・宮坂

良介会員・小林 功会員 

スマイル 2  3月 17日の植樹よろしくお願いいたします 

小畑正勝会員・間室照雄会員 

第 950回移動例会 3月 21日(水) 

職場訪問 日産ディーゼル上尾本社工場 

工場概要説明並びにトラック生産工場見学 

 

第 949回移動例会  3月 17日 (土) 

ふるさとの杜植樹 

鴻巣市上谷総合運動公園 
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編集後記 

久しぶりの発行で、内容が盛りだくさんに

なってしまった。この間に紀陸会員が 92歳の

天寿を全うされた。ご冥福を祈る。 

 

今後の活動予定 

 

 

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 

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 

4月 4日 

（水） 

第 952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 

4月 5日 

（木） 

紀陸一夫会員告別式 

県央みずほ斎場 

4月 9日 

（月） 
寺澤年度打ち合わせ会 

4月11日 

（水） 

第 953回通常例会 

クラブ協議会 

4月 1７日 

（火） 

地区協議会 

大宮ソニックシティ 

4月18日 

（水） 

第 954回通常例会 

クラブ協議会 

4月25日 

（水） 

第 955回通常例会 

 

4月26日 

（木） 

ふれあい鴻巣ウォーキング実行委

員会 

第 951回移動例会 献血 

鴻巣市総合福祉センター 

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 


