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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     坂口正城 会員 

 

会長挨拶         加藤文男 会長 

 皆さんこんにちは、今日

の新聞を見ましたら中国

の 65歳以上の人口が約 9

パーセントになった記事が

ありました。1 億 1900万人

のようです。これは日本の

総人口に匹敵します。10年間で 3100万の増加

のようです。都市部ではもっと凄くてというよりは

深刻です。上海市の 60歳以上の人口は 350万

人弱で前年比 5 パーセント以上の増加で、25

パーセントになります。全国平均約 13パーセン

トを大きく超えています。この起因は 1980 年か

らの「一人っ子政策」によりますが、急激な人口

増を回避するために取った政策が急激な高齢

化社会をもたらしたことは皮肉に感じます。 

日本の高齢化速度は最先端を走ってますが、

今後中国は日本以上の加速化が増します。日

本は当然のようですが全てにおいて平等という

観点で社会福祉政策も同様で財政の重石にな

例会プログラム 

司会 加藤 勉会員 

点鐘 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

四つのテスト 坂口正城会員 

会長挨拶 加藤文男会長 

幹事報告 石井英男幹事 

クラブ協議会（地区協議会報告）寺澤銀三会長ｴﾚｸﾄ 

社会奉仕部会 坂口正城会員 

会員増強維持部会 小畑正勝会員 

新世代部会 間室照雄会員 

出席報告 仁見恵美子会員 

スマイル報告 井田喜代志会員 

点鐘 

 

わ 
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っています。中国においてはその点一応平等

でしょうけどなんとなく軽くスルーパスしそうな感

じを受けます。確固たる根拠はありません。 

中国はこの 10年以上でしょうか、世界の工場

として名を馳せてきましたが、このところそれも

少々弱くなった感じを受けます。ギリシャに端を

発したユーロ問題等で工業生産も低下して成

長率も下方修正した様です。よく 1パーセントビ

ジネスと言う言葉を聴きますが中国人口の 1 パ

ーセントは約 1300 万人、この数値は日本では

10 パーセントになります。正に「数は力なり」を

感じます。中国の人口がこの様な事になるのは

統計上わかっていた事ですが、企業家たるもの

この状況を黙って座視している人はいないでし

ょう。 

工場としてではなく中国を消費者という観点

から今さまざまな企業が参入している様です。

高級老人ホーム、その管理システムのソフト、ハ

ード両面の受注。当然富裕層をターゲットにし

たものでしょうけど相当数の需要があるとの事で

す。もう中国ではなくタイ、ヴェトナム等への工

場の移設では同じものを見るにしても、見方、

観点を変えることはとても重要なことです。皆さ

ん当然わかってはいらっしゃるでしょうけれど

も・・・。日本の諸問題においても、ロータリー事

に関しても問題は解決できると思います。 

5 月 13 日は創立 20 周年記念式典、祝賀会

ですが、ここで会長からのお願いがあります。計

画は山口実行委員長と中心してやっております

が、式典当日来賓の方々をお迎えします。この

時、誠意をもって心から迎えて下さい。具体的

な方法はメンバーそれぞれの仕方で良いと思

いますが心から向かえ、参加してよかったと頂

けるように。 

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。 

4 月はゴルフコンペが前

半で 3回ありました。5C親

睦ゴルフコンペ、2770 地

区第5グループゴルフ大会には 7名の参加でし

た。 

水曜ロータリークラブは第 5 グループ（9 クラ

ブ）各クラブ上位 3 名のグロスにて準優勝に輝

きました。加藤勉会員、津田健三会員、小畑正

勝会員の 3名です。おめでとうございます。3名

のエントリーをしました。 

久保田有一会員は約 200名参加の中、第 20

位に輝き素晴らしい成績でした。 

4 月 25 日（水）は、上尾西ロータリークラブ主

幹にて第 5グループ会長幹事会があります。 

5月 21日（月）ラフレさいたま午後 1時 40分

より 

① 地区ロータリー情報研究会 

② R1 会長田中作次氏を支援する交流会があ

ります。参加よろしくお願い致します。 

以上 

クラブ協議会・地区協報告 

寺澤銀三 次年度会長 

次年度の PETS と地区

協議会と 2回参加し、老脳

の為よく分かりませんが、

宜しくお願い致します。先

だっては地区協議会への

参加ありがとうございまし

た。 

参加者：松本安永会員・山口光男会員・加藤文

男会員・小畑正勝会員・小林玲子会員・坂口正

城会員・間室照雄会員・馬場知行会員以上 9

名の皆さまありがとうございました。報告をお願

いいたします。 
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広報部門       加藤文男 次年度部門長 

津田パストがロータリ

ーの IT 化をガバナー時

提唱されて以来ここ数年

で着々と IT 化が進んで

いる感じを受けます。 

IT 化自体は目的ではな

く手段のための単なる道具である事は言うまで

もありませんが年々実感はします。 

・ 2770地区では FaceBookを活用する。 

・ 各クラブの卓話等を地区ホームページにア

ップしてほしい。 

・ 会員企業のホームページバナーを 1 万円/

年で募集します。 

・ 2770地区メンバーの情報（内容は概ね名刺

程度の情報量）を乗せる。 

但し、メンバー全員にパスワードを配布して

メンバーのみがアクセスできるようにする。情

報の提供の有無は自由とする。 

この件に関しましては詳細データがそろい次第、

説明とお願いを再度しますので宜しくお願いし

ます。 

 

社会奉仕部門          坂口正城 会員 

 初めての参加でしたが､皆

さん知識が豊富で､それに

比べ私は勉強不足を痛感し

ました。次年度一生懸命や

りますので宜しくお願いいた

します。 

 

会員増強維持部会 小畑正勝 次年度委員長 

 2012年～13年度 第2770

地区田中德尚ガバナー年

度、4月17日大宮ソニック会

場の地区協議会に参加しま

した。本会議を 12 時に終え、

12時 30分開始の会員増強

維持部会の分科会会場へ

移動しました、ガバナーエレクトは「ロ－タリーで

素晴らしい出会いを」を活動方針として、全ての

活動を通じて多くの出会い・そして新しい喜び

をもたらす事でしょう。多くの出会いは会員増強

がスタ－トです。純増 10％地区目標会員数

3000名をめざしましょう。 

鴻巣水曜ロータリークラブ会長・会員皆様の

情熱と行動を期待いたします。 

新世代部会     間室照雄 次年度部門長  

田中德直ガバナー年度

の地区協議会 新世代部

会の報告をします。 

第一本会議の後、昼食

をはさんで､分科会が開催

されました。以下要旨 

新世代部門長 鈴木 眞氏（浦和 RC） 

東日本大震災で甚大な被害を受けた地区と

の連携を図り青少年たちの合同ボランティア活

動や交流会を実施したい。 

新世代育成･インターアクト委員会委員長   

海田秀彦 氏（浦和東 RC） 

フレッシュ高校生社会体験プログラムの実施

（5day プログラム）に加え､今年は「定時制高校

生自立支援プログラム」を実施したい。定時制

高校生は様変わりして､中学時代不登校であっ

た人や外国人が多く含まれています。 

ロータリー世界平和フォーラムへの参加

（2013年 5月 17日から 19日於：広島） 

ローターアクト委員長 星野晃輝 氏（浦和RC） 

世界 159 の国と地域で 7833 クラブ 18 万人

（2005年 5月現在）を擁しています。 

2770地区では 9クラブ 72名の大学生から社会

人（18 歳から 30 歳）のローターアクターが提唱

クラブの援助を受けて多くの奉仕とリーダーシッ

プを発揮しています。ローターアクターを理解し

て戴き､大学のローターアクトクラブへの支援、

RYLAにアクターを参加させるなどの活動をして

いきます。 
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ライラ委員長   遊馬久治 氏（大宮北東 RC） 

14 歳～30 歳までの若者を対象にスキルと人

格を養いながら、奉仕、高い道徳的規準、平和

といった、ロータリーの価値観を学ぶ機会を提

供するのがライラです。今年は東北地方のクラ

ブと連携して実施いたしますので、多数の推薦

とロータリアンの皆さんの参加をお願いしたい。 

青少年交換委員長  武渕雅英 氏（鴻巣 RC） 

青少年交換プログラムは高校生にとって目覚

ましい成長をもたらします。しかし費用面から受

け入れクラブの減少、高齢化によるホストファミリ

ーの減少などがあって、希望者が多いのです

が実施は 10 名に満たない状況です。このため

青少年 BOX を設置して、ニコニコの代わりにこ

の BOX に入れていただき、地区で集めて、受

け入れクラブに援助する構想があり実施されて

おりますが、今年は機能していないようです。次

年度は趣旨をご理解いただき確実に実施して

いきたい。今年の場合、地区内会員が 2000 円

ずつ負担していただければ、受け入れクラブの

負担は半分で済むことになります。また、送り出

す留学生も募集しています。この場合、送り出

す家族は 3 カ月以上の受け入れが条件になり

ます。 

新世代行事予定 

7 月 28 日：新世代部門セミナー・浦和ロイヤル

パインズホテル 

8月 19・20日：インターアクト年次大会（嵐山町） 

9月上旬：韓国研修派遣員募集 

11月 14日：インターアクト合同奉仕作業 

11月 17・18日：2770地区大会 

1月 5日～10日：韓国研修生受け入れ 

2月：韓国派遣生事前研修 

3月 24～29日：韓国研修生派遣 

6月：東日本被災地合同奉仕作業 

 

 

 

出席報告        仁見恵美子 出席委員 

 

 本日 修正 

 4 月 18 日 4 月 11 日 4 月 4 日 

 954 回 953 回 952 回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 29 29 30 

出 席 数 14 15 17 

欠 席 数 15 14 13 

例会出席率 48.27％ 51.73％ 56.67% 

Ｍ Ｕ 数 8 6 6 

合計出席数 22 21 23 

出 席 率 75.86％ 72.41％ 76.67％ 

スマイル報告        井田喜代志 会員 

 

前回までの合計 426,700 円

本 日 の 合 計 13,000 円

次回繰越金合計 439,700 円  

スマイル 1  地区協出席の皆様ご苦労様でした。 

津田健三会員・小畑正勝会員･加藤 勉会員・寺澤銀三会

員・馬場知行会員･加藤文男会員･仁見惠美子会員・小林 

功会員･田邊 聖会員 

スマイル 2  20周年記念式典が近づきました。ご来賓の皆

様を心からお迎えいたしましょう 

井田喜代志会員・山口光男会員・石井英男会員・坂口正

城会員 
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編集後記 

春になって､我が家のにわとりが一斉に卵を

産み始めた、黒烏骨鶏は 6個ほど産んで巣ごも

ってしまった。これが当たり前なのだが、改良さ

れた最近の品種は年間 300個以上も産むという。

庭で遊んでいる雌鶏を追いかけて、雄鶏は､東

奔西走、実にけなげだ。ツバメがきたと思ってい

るうちに、もう雛の鳴き声が聞こえる。   T．M 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 25日 

（水） 

第 955回通常例会 

クラブフォーラム・地区協議会報告 

20周年記念事業について 

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 

クラブ協議会 

創立 20周年記念式典打ち合わせ 

5月 13日

（日） 

第 958回移動例会 

創立 20周年式典 クレア鴻巣 

会員集合ＡＭ11時･式典ＰＭ3時～ 

5月 16日

（水） 
振替休会 

5月 17日

（木） 

第 959回移動例会  

鴻巣フラワーセンター6時集合 

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 26日

（土） 

第 19 回ふれあい鴻巣ウォーキング

準備作業日ＰＭ1時集合 

5月 27日

（日） 

第 960回移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング実施日 

鴻巣陸上競技場 
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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 


