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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 

 

ロータリーソング斉唱    （奉仕の理想） 

 
 

四つのテスト唱和      小畑正勝 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 

四つのテスト唱和 小畑正勝会員 

会長挨拶 加藤文男会長 

幹事報告 石井英男幹事 

お客様 

八潮ロータリークラブ 種家寿雄様 

 金杉 豊様 

委員会報告 

20周年特別委員会 小畑正勝委員長 

ふれあい鴻巣ウォーキング 小林玲子委員長 

クラブ協議会 寺澤銀三会長ｴﾚｸﾄ 

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 953 回例会 2012 年 4 月 11 日 

日 
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会長挨拶          加藤文男 会長 

こんにちは、八潮ロータリー

クラブの種家様、金杉様例会

への参加ありがとうございます。 

かねてより経済問題は元より

社会問題化していました東電

の電気料が 4月から上がります。それも 17.8パ

ーセント、なんとなく完全に確定ではないような

気もしますが、私も数パーセントのアップは覚悟

していたのですが非常識の数値です。 

私の事業所は製造業で、その中でも電気量

の使用コストは格段に高い業種です。絶対的使

用料は生産量も上がり電気の使用は増加して

いるのですが製造単位あたりは 15 年前と比較

して約 37 パーセント下がっております。それ以

外にもどの事業所も同様だと思いますが、省エ

ネに関しては諸々行っております。電気使用料

の中で光熱費の占める割合は約 1 パーセント

強です。現状においては年間の税引き前の利

益と増加分の電気料がほぼ相殺される計算に

なります。 

先日のニュースで京セラの経営者が稲盛さ

んで有名ですが IHI さんと組んで鹿児島にソー

ラー発電を事業化する記事がありました。これ

はソフトバンクの孫さんが北海道に設置するソ

ーラーパネルに次ぐ規模だそうです。他にも大

小さまざまな企業の参入が起きているようです。

東京都など自治体等が東電をパスした電力の

取り組みがあるのは御存知だと思います。 

ソーラー、風力とも技術開発をしたとしても充

分な電力の供給にはなりませんが多くの企業が

参入しています。その理由は何かと言いますと、

7 月より 100％の売電が可能になるということで

す。つまり可能にする法律等が作られたと言うこ

とです。何を言いたいかというと是非はともかく

法治国家においては法律が変わると社会を変

えられるということです。当然もっとも大きな影響

力のある法律の改正は慎重でなくてはならない

のは言うまでもありませんが法律で全てを変え

られることの事実です。 

どんなに標語を作り声だかに叫んでみても賛

同しない限り、いや賛同したとしても物事なかな

か変わらないのが現状です。 

この世の中、組織、我々人間も変えてはなら

ないこと、変えなくてはいけないこと全てにいえ

ることだと思います。我がクラブについても同様

だと考えます。今年度も残り 3 ヶ月をきりました。 

5月 13日は創立 20周年を迎えます。次年度

は創立 21年を向かえますが、次の 30周年を見

据える第一歩の下地を作る覚悟でおります。全

会員のご協力をお願い致します。ありがとうござ

いました。 

幹事報告            加藤文男 会長 

・ 第 3回日台ロータリー親善会議が 6/1京都

で開催されます。登録締切日は 4/25です。 

・ ローターアクトの第 23 回関東ブロック研修

会が 6/2 に開催されます。登録締切日は

5/7です。 

・ 地区ロータリー情報研修会・RI 会長田中作

次氏を支援する交流会が 5/21 に開催され

ることはすでに報告してありますがクラブ

4/20 に一括登録をします。参加の確認をし

ておりますのでお願いします。 

・ 田中作次RI会長エレクト NACK5にて清水

さいたま市長と対談が 5/12 7；40～8：00、

5/19 7：40～8：00に放送されます。 

WEBサイトでも聞くことができるようです。 

お客様  八潮ロータリークラブ 金杉 豊 様 

本日は八潮ロータリークラブ

よりお礼のキャラバンにお伺い

させて頂きました。八潮 RC は

1975 年、山口 大ガバナー年

度に、草加 RC のスポンサーで

誕生いたしました。創立当時の八潮市の状況

は、鉄道も高速道路もなく、陸の孤島といわれ

ておりました。現在は首都高速道路、外環自動

車道の開通に続き、悲願の「つくばエキスプレ

ス」の開通により、秋葉原へ 17分で行けるように
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なり、交通の利便性の高まりと共に、八潮の街

が様変わりしております。この様な状況の中で、

私どもクラブの田中作次会員が 2012～13 年度

国際ロータリー会長に就任する事になりました。

此の事は創立以来長きに亘り、貴クラブさんを

はじめ、地区内クラブ皆様のご指導、ご支援、

ご協力の賜物であり、改めて心から感謝申し上

げます。この上は、田中作次会員が国際ロータ

リー会長の役職を無事勤め上げてくれる事を願

って居るところで御座います。就きましては、引

き続きご支援ご協力を賜りますようお願い申し

上げます。本日は私どもクラブが、皆様のお陰

で国際ロータリー会長を、出させて頂けるクラブ

にまで育てて頂いた事と、田中作次会員を次年

度国際ロータリー会長にして頂いた事への、感

謝とお礼にお伺いさせて頂きました。今後ともご

指導、ご鞭撻を賜ります様お願い申し上げ、お

礼の挨拶とさせて頂きます。本日は貴重なお時

間を頂き有難う御座いました。 

平成 24年 3月吉日 

八潮ロータリークラブ 会長 村田信一郎 

キャラバン 実行委員長    齋藤 勝 

種家寿雄 様 

少し補足させて頂きます。私

は、津田ガバナー時代にクラブ

奉仕部門長をさせていただきま

した。 

さて、3 月 31 日に村田信一

郎会長は逝去され、故人となられました。彼は

生前、お世話になったクラブへのキャラバンを

是非ともしたいと考えていました。彼の意思を尊

重して会長名をそのままにいたしました。残りの

年度は、太田直前会長がつとめることを地区ガ

バナー事務所へ報告しました。 

 

委員会報告 

創立 20周年記念特別委員会 

小畑正勝 委員長 

経過報告をいたします。山口

実行委員長とは週2，3回会って

話合いを行っています。 

皆様に依頼している企業紹

介の写真の数を増やしていただ

けないでしょうか？4 月 15 日までにお願いしま

す。プログラムの下刷りが出来ています。回覧し

ます。 

新しく鴻巣中の吹奏楽部 52 名の演奏が入り

ました。そのため式典の終了が伸びますが、祝

賀会は 19 時に終了します。今月中に例会場で

試写会を行います。 

津田健三 会員 

種家さん、ようこそ。私の年

度にクラブ奉仕部門長をお願

いし、何度も鴻巣へ足を運ん

でいただきました。草加 21RC

の誕生にも深くお骨折りをいただきました。 

周年事業への私の考えを少し話します。桶

川 RC40 周年、幸手 RC45 周年に行ってきまし

た。まず桶川 RCは、地域の皆さんと一緒に祝う

という感じで講演がすばらしかった。（はとバス

再生の道のり）桶川高校の合唱もよかった。幸

手RCは、奥様方も一緒になって出迎えており、

幸手高校のお祝いの踊りがよかった。両方の周

年事業に参加して、クラブの行う奉仕活動の映

像がすばらしくよかったです。どんなやりかたで、

周年事業を迎えるか大事です。 

鴻巣中吹奏楽の演奏はいい企画です、地域

の皆さんと共に祝うことが大事です。皆さんで温

かくお迎えして、お帰りいただきましょう。 
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ふれあい鴻巣ウォーキング特別委員会 

小林玲子 財務委員長 

4 月 11 日現在、協賛企業は

33件です。前回は 18件でした。

締切は 25日です。宜しくお願い

致します。 

広報・情報委員会      井上脩士 委員長 

今月は、雑誌月間です。左

開き P6には各国の「ロータリー

の友」の表紙が出ています。そ

れぞれお国柄がよくでていま

す。P21 には、東アフリカの干

ばつ被害の悲惨な写真がでています。右開き

○2 ページ、観光とリニア中央新幹線の記事があ

ります。新しい観光資源として世界に誇れます。

いろいろな記事が満載の「ロータリーの友」を皆

さん読んで下さい。 

クラブ協議会      寺澤銀三 会長ｴﾚｸﾄ 

先日、PETS を受けてまいり

ました。次年度 RI 会長田中作

次氏のテーマは「奉仕を通じて

平和を」また、地区ガバナー田

中德尚氏は、「ロータリーで素

晴らしい出会いを」を掲げております。私のテー

マは、「絆を高めふるさとの心を」です。今年度

の事業目標、中・長期の事業目標（案）を皆様

に検討いただきご意見のある会員は是非言っ

ていただきたいと思います。私は、例会に多く

の会員が出席してくれ、今日は楽しいなという

例会をつくっていきます。皆さまご協力を宜しく

お願いします。 

親睦・家族委員会  加藤 勉 次年度委員長 

次年度の親睦旅行は、日本

の祭りシリーズで越中おわら宇

奈月祭りと黒部アルペンルート

で実施します。9 月 14 日（金）

～16日（日）の 2泊 3日で、温

泉地に宿泊する内容です。 

今回は、黒部アルペンルートを堪能していた

だきたい。祭りは事前に皆さんに盆踊りを練習

し、祭りで一緒に踊っていただきます。多くの会

員・家族の参加をお願い致します。 

 

 

我が家に植えていただいた“ゆりの木”です。 

平成 21 年 5 月に植えて頂きました。今年、4ｍ

を超す大きさに育ったので間室会員に剪定を

お願いしました。 

出席報告         宮城 仁 委員長 

 

 

 本日 修正 

 4 月 11 日 4 月 4 日 3 月 28 日 

 953 回 952 回 951 回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 29 30 30 

出 席 数 15 17 30 

欠 席 数 14 13 0 

例会出席率 51.73％ 56.67% 100% 

Ｍ Ｕ 数 6 6 0 

合計出席数 21 23 30 

出 席 率 72.41％ 76.67％ 100％ 
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スマイル報告        井上脩士 副 SAA 

 

前回までの合計 407,700 円

本 日 の 合 計 19,000 円

次回繰越金合計 426,700 円  

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

先日、酔っぱらって帰る途中で大切なものを

紛失してしまいました。今年で還暦を迎えます

がまだまだ修行が足りませんね。飲みすぎると

肝臓が疲弊します、肝気が不足してイライラした

り、興奮したりと自分をコントロールできなくなる

そうです（漢方的に、気虚という）。皆様もご注意

ください。                      SI 

 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様スマイル 

金杉 豊・種家寿雄様…以前は津田パストガバナーには、

大変お世話になりました。おかげさまで、７月から

RI 会長に田中作次会長が就任させて頂くことに

なりました。本日は、お礼のキャラバンに訪問させ

て頂きます。 

スマイル 1  八潮 RC、金杉豊様・種家寿雄様ようこそ！ 

津田健三会員・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・馬場知行会員・加藤

文男会員・井上脩士会員・仁見惠美子会員・小林玲子会

員・宮坂良介会員・小林 功会員・田邊 聖会員 

スマイル 2  4/17（火）、地区協議会出席お願いします。 

津田健三会員・小畑正勝会員・加藤文男会員・井上脩士

会員・仁美恵美子会員 

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 

5月 9日 

（水） 

第 957回通常例会 

創立 20周年記念式典 

クラブ協議会 

5月 1３日 

（日） 

第 95８回移動例会 

創立 20周年記念式典 

クレアこうのす 

5月 16日 

（水） 
振替休会 

5月 17日 

（木） 

第 95９回移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

決起大会 

5月 23日 

（水） 
振替休会 

5月 27日 

（日） 

第 960回移動例会 

第 19回ふれあい鴻巣ウォーキング 

鴻巣陸上競技場 

5月 30日 

（水） 
振替休会 
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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 


