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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 

田邊 聖 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 

ロータリーの綱領・四つのテスト唱和 

 田邊 聖会員 

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 

柿沼洋一会員  

奥様誕生祝い 

宮坂令夫人 加藤勉令夫人 馬場知行令夫人 

結婚月祝い 

高野夫妻 小林忠司夫妻 山口夫妻 松本夫妻 

山川夫妻  柿沼夫妻 

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 

ウォーキング特別委員会 山口光男 PR委員長 

小林玲子財務委員長 

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 952回例会 2012年 4月 4日 

日 
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会長挨拶            加藤文男 会長 

皆さんこんにちは、会長挨

拶の前に報告とお願いがあり

ます。 

紀陸会員が 3月 30日に永

眠されました。詳細について

は全会員にファックス連絡したとおりです。三國

ガバナー、尾花ガバナー補佐、及び鴻巣ロータ

リークラブ様には会長より会員と同様連絡して

あります。 

告別式には全員のご列席をお願い致します。

クラブの会員数等の地区への報告は規定に則

ってしますが、鴻巣水曜ロータリークラブにおい

ては今年の 6 月 30 日までは正会員としたいと

思います。これは先ほどの理事会で承認を得て

おります。特に今年の創立 20 周年記念、その

記念誌等においても正会員として載せますので

宜しくお願いします。 

今月よりロータリーレートは 1 ドル 82円になり

ました。約半年以上 78 円だったと思いますが、

ここ数日のレートは 82～83円を推移しています

が現実にレートが追いついていない状態です。

元来為替レートは国力を示すものだと考えます

が円高は本来日本にとって良いはずなのです

が現実には諸々事情があるようです。前回円安

でガソリン価格が 10 円上がったと話ましたが今

は 15 円ほど上がっているはずです。これは円

安も原因ですが上げる口実ができたのが事実

のような気がします。 

ニュースでたこ、食べる蛸が急騰しているよう

です。大震災による福島での水揚げがゼロなの

も原因ですが、円安とユーロ圏の需要増が原因

のようです。水揚げ国はモーリターニヤが主の

ようですがフランスでは家庭でなくレストランの

需要が主で高価格でも買える為、日本は相当

買い負けしているようです。事実スーパー等で

は高価格になると高リスクになるため取扱量も

相当減っているようです。蛸の好きな人は別とし

て蛸だけなら良いのですが小麦粉、大豆等日

本はほぼ全ての食料品を輸入に頼っています。

原油も同様です。空を飛ぶまぐろと言う本があり

ますが、今まで日本はまぐろ等の魚介類のみな

らず、資源を世界中から経済力を武器にして購

入して来たわけですが、円安円高にかかわらず

今後とも今までの延長線上には行かないでしょ

う。原因は BRICs 諸国の台頭と欧米の需要増

であることはいうまでもありません。結果として今

後日本は経済力の観点からは生活のレベルは

下げざるをえないでしょう。この見方はあまりに

も悲観的過ぎます。事実は事実ですがわたしは

結構な楽観主義者です。陽はまた昇るをモット

ーにしております。今日もまた明日も御日様が

見えることを確信しています。 

突然ですが 5 月 13 日の創立記念日は五月

晴れになります。各委員長をはじめそれぞれ記

念式典に向け準備をしています。全メンバーが

良い日を迎えられるよう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。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。 

先月 3月 30日午前 3時頃に、

水曜ロータリークラブの紀陸一夫会員が永眠さ

れました。享年 92 歳、人生の道しるべとして活

躍し最後まで現役でした。謹んで、ご冥福をお

祈り申し上げます。 

幹事報告をします。 

3 月 17 日(土) ふるさとの杜にて植樹 間室

照雄実行委員長を中心とし、早朝雨模様でした

が何とか雨にも降られず、尾花ガバナー補佐、

各小学校長先生及びに地元の子供達100名以

上の参加があり、無事に行われました。 

3 月 21 日(水) 職場訪問 日産ディーゼルト

ラック [ UD上尾工場 ] にて、加藤会長と会員

11 名の参加でした。1 台、1 台トラック車を仕事

の用途に応用し作るトラックは、必見の価値あり

の職場例会でした。 
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3 月 28 日(水) 献血例会 津田工業様の大

勢の従業員参加があり、献血50名以上でした。 

3月 29日(木) 桶川ロータリークラブ 40周年

式典 我が水曜ロータリークラブより 4名の会員

で式典に参列致しました。 

次に、 

4 月 9 日(月) 次年度理事及び役員会をレス

トランときにて PM7:00 より開催予定です。 

4月 13日(金) 第 6回 20周年特別委員会を

PM7：00 より、鴻巣市社会福祉センターにて開

催します。出席予定者、全会員です。 

4月 5日(木) 5C親睦ゴルフ 

4月 12日(木) 2770地区第 5 グループゴル

フ大会 

4月 16日(月) 鴻巣ライオンズアイバンクチャ

リティーゴルフ大会です。 

参加者は楽しく頑張って来てください。 

 

会員誕生祝い        柿沼洋一 会員 

 

奥様誕生祝い       馬場知行 会員 

4 月 18 日に

50 代最後の年

になります。つ

まり、来年は還

暦を迎えます。

いつまでも元気

でいてほしいと

思っているのが、夫としての現在の心境です。 

 

 

 

御結婚祝い          松本安永 会員 

今月 10 日

で結婚35年に

なります。今朝

は 9 時から月

初め定例とし

ている店内会

議を済ませて

きました。今年の 1 月次男が当社に入社し、家

内と長女、パートの女性、自分を含め 5 人での

会議です。そのうち家族でないのは 1人ですが、

パートできている彼女は大学生の時アルバイト

に来ていた子で、5 年ほど前から再び来てくれ

るようになり今年でそろそろ 40 歳になる年代で

す。まさに家族経営です。同業者の廃業が多く

なっている業界ですが、知恵を使って頑張って

いきたいと思います。 

山口光男 会員 

結婚して今

年で 37 年目に

なります。今は

子供達も独立し

ているので毎日

2 人だけの生活

です。家内は、

家の中も外も花いっぱいにして毎日楽しんでい

ます。美しくしている我が家に遊びに来てくださ

い。本日は結婚のお祝いまことにありがとうござ

いました。 

青少年交換留学生 ジュリーさん 

いま、竹内家に居ます。

兄弟が居ます。毎日が楽し

いです。ロータリー留学生

で 3週間前に広島、京都、

奈良に行って来ました。広

島のお好み焼きが美味し

かったです。奈良にいっぱい鹿がいました。 

春休み中、私とホストファミリーは日光に行き

ました。いっぱい写真を撮りました。猿も見まし
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た。雪がありました。寒かったです。天ぷらを食

べました。すごい美味しかったです。日本語の

事頑張ります。 

小林忠司 会員 

結婚記念日、

42 回目です。

たまたま本日 4

日が記念日で

す。今は妻も孫

のお守りで毎

日を過ごしてい

ます。今後も 2人でのんびりと生活していきたい

と思っています。 

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 

ふるさとの杜実行委員会   

間室照雄 実行委員長 

 3 月 17

日（土曜）

小雨の中

決行いた

しました。

心配され

た雨も開

会式後には止んで、予定された70本あまりの苗

を植えることができました。 

これは、その時のパネルですが、小畑会員が

作ってくださいました。参加者は小学生の卒業

生50名と先生方で合計60名、ロータリー関係、

来賓と合わせて合計 100 名余の皆さんに植え

ていただいたことになります。これから数年、除

草などの管理があります。今回の経費は、約 7

万円の材料費がかかりました。今名盤の制作を

小畑さんが進めてくださっておりますが、場合に

よっては、会員の皆さんから少し負担いただい

て、きちんとしたものを作りたいと思います。 

20周年記念特別委員会      

山口光男 実行委員長 

5月 13日（日）の式典まで、1

か月余りになりました。現在招

待客の出欠の返事が毎日きま

す。出席状況は現在 60 名ぐら

いですが、まだ100名余の方か

らは返事をもらっていません。4 月 10 日を締め

切りにしているので来週には参加者の人数が

確定します。 

さて、式典に向けて準備中ですが今月の 25

日の例会において、会員の皆様の役割分担を

発表します。全体事業ということで、原則全会員

の出席があるものと想定して予定を組みますの

で、ご協力よろしくお願いします。つきましては、

4月 13日（金）の午後 7時から鴻巣社会福祉セ

ンターで実行委員会を開催しますので、全会員

の参加をお願いします。 

ふれあい鴻巣ウォーキング 実行委員会 

山口光男 PR委員長 

キャラバンに 3 月 29 日鴻巣商工会青年部、4

月 3日に吹上 RCに行ってきました。 

・4 月 10 日（火)鴻巣 RC、4 月 12 日（木）北本

RC、4月 13日（金）鴻巣北本青年会議所にキ

ャラバンに行ってきます。 

・先日の献血例会において、昨年のウオーキン

グ参加者と第 2770 地区内の全ロータリークラ

ブに開催の案内状を発送させていただきまし

た。 

・5月 17日（木）午後 6時 30分から決起大会を

フラワーセンターで開催します。皆さまの参加

を何卒よろしくお願いします。 
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小林玲子 財務委員長 

4月 4日現在、協賛企業は 18

件です。4月3日大風の中吹上ロ

ータリークラブへキャラバン有難う

ございました。4月 10日鴻巣ロー

タリークラブ、4 月 12 日北本ロー

タリークラブへキャラバン宜しくお願い致します。

会員の方々協賛、宜しくお願い致します。 

記念誌部会 小林玲子 委員長 

15代馬場パスト会長、16代井田パスト会長、

17代間室パスト会長、18代松本パスト会長、19

代井上パスト会長、パスト会長挨拶文を 800 文

字程度で 4月 16 日までに小林までメールでお

願い致します。 

 

インターアクト訪韓学生      井上正士 君 

 

韓国の地下鉄の美しさに

感動しました。韓国は、発展

していると感じました。韓国訪

問で色々な事を勉強しました。

ありがとうございました。 

 

 

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 389,700 円

本 日 の 合 計 18,000 円

次回繰越金合計 407,700 円  

 

 

 本日 修正 

 4月 4日 3月 28日 3月 21日 

 952回 951回 950回 

 通常例会 移動例会 移動例会 

会 員 数 30 30 30 

出 席 数 17 30 30 

欠 席 数 13 0 10 

例会出席率 56.67％ 100% 100% 

Ｍ Ｕ 数 6 0 0 

合計出席数 23 30 30 

出 席 率 76.67％ 100％ 100％ 

個人スマイル  

竹内 廣会員…ジュリーが例会に出席します。元気に頑張

っておりますのでよろしく。 

小林忠司会員…欠席多くて申し訳ありません。 

馬場知行会員…家内の誕生日プレゼントありがとうござい

ました。 

間室照雄会員…第 3 回植樹祭ありがとうございました。卒

業生約 50名参加でした。 

井上脩士会員…息子の正士がインターアクト訪韓の報告

をさせていただきます。 

スマイル 1  桜咲く季節、さわやかな風、ロータリー活動に 

皆さん参加をお願いします。 

竹内 廣会員・宮城 仁会員・寺澤銀三会員・井田喜代志

会員・山口光男会員・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 
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編集後記 

寒さで桜の開花が遅れ、今が見ごろです。 

毎年のように、行田のお城近くのお宅に花見に

伺う。みごとな古桜の木を観賞するために部屋

を作った夫婦がいます。今年も招待を受け、酒

を飲みながらの贅沢な観桜会に参加します。SI   

 

4月 9日鴻巣水曜ロータリークラブ 女子会 

すいの会 お花見 

 

ときさんのお花見弁当  

 

 

 

 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月 21日 

（水） 

第 950回例会移動例会 

職場訪問 

3月 28日 

（水） 

第 951回例会移動例会 

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 11日 

（水） 

第 953回通常例会 

クラブ協議会 

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 

20周年記念事業 

5月 2日 

（水） 

第 956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 

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 


