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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 

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 

竹内 廣 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 

 竹内 広会員 

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 

 寺澤銀三会員 間室照雄会員  

結婚月祝い 

小畑夫妻  

青少年交換留学生 ジュリーさん 

委員会報告 

創立 20周年記念特別委員会 山口光男委員長 

ふれあい鴻巣ウォーキング 柿沼洋一委員長 

出席報告 仁見恵美子委員 

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 961回例会 2012年 6月 6日 

日 
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会長挨拶          加藤文男 会長 

皆さんこんにちは、挨拶の

前に会長報告があります。 

6 月度理事会において次の三

議案が承認されました。安藤

和男会員、竹内廣会員の本年

度 6月 30日を持ちまして退会

の届けがありました。また前会員でありました松

村豪一氏の入会申請がありました。松村氏の入

会に関しては規定に基づき本日中に全会員に

ファックスで連絡しますので、各会員手続きの

程をお願いします。 

それでは次に移ります。先日野田内閣の改

造が報道されました。その中で防衛大臣に防衛

庁に在籍したことの民間人氏が起用されました。

大臣の起用には賛否両論、諸々の意見がある

ようです。私は大臣御自身について個人的に

は何ら問題はないと考えますが、どうも素直に

なれない面があります。当然法治国家である以

上、法律上の問題はないと思いますが、というよ

りはこのような事態を法制上想定し得なかったよ

うな気がします。 

歴史はあまり明るくはないのですが、戦前軍

部の独走に始まった社会があのような形で敗戦

を迎えた。日本はほんの一時期を除いて陸地

での国境を持ったことがない国家であります。

島国であり全方位を海に囲まれ、そのことが自

然の要塞であることは事実であり、歴史上の背

景もありますが、日本という国は国防ということに

熱心ではない、というよりはその必要性を感じな

かったと言うほうが事実に近いと思います。戦後、

水と安全はただといわれ続けてきましたが未来

永劫にこの安易な考えで平和が保たれるとは

思いません。 

国防は独立国家にあっては最も重要な事象

です。こう発言すると、右翼、軍国主義者のレッ

テルを張られるのですが、私が気になるのは大

臣の経歴に元自衛官の一語です。当座、当座

において臨床的な対応に問題がなければ全て

良いのかということです。 

重要なことに日々真摯に取り組まないとこの

ようなことになるのかなという感じを受けました。

たとえすぐ結果が出ることではないにせよ、明

確な倫理と概念に基づき行動しないと・・・。この

世の物事は人間関係、構築物を問わずピンホ

ールであっても何か弱点があるとそこに集中攻

撃の力学が働きます。経歴だけで議員ではな

い森本氏の起用と軍部の独走をリンクさせるの

は、あまりにも拙作で浅はかでありますが、シビ

リアンコントロールは死守せねばなりません。後

世にこのことが前歴として悪用されなければと

思います。 

今年度「The Happy 水曜日、ロータリーに誇

りを」のテーマでやってきました。自分の方針は

何度か発表してきましたが、前段の・・・水曜日

はキャッチで重要なのは後段です。(ロータリー

に誇りを)は私の個人の言葉であって皆さんに

強要する意思はない。これに変わる言葉をそれ

ぞれご自身の人生とロータリー経験の中からあ

み出して、年度計画書に書き込んでください。

それをもって創立 20 周年の私の年度を終了す

る考えです。いつの時代でもそうですが今多く

の問題を抱えています。このあと 2 回の例会に

おいてクラブ協議会の形をとり発表しますので

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。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。 

5月 30日は次年度理事会を

レストランとき PM7：00 より開催

しました。 

5月 13日創立 20周年記念式典と 5月 26日

（土）、27日（日）の第 19回ふれあい鴻巣ウォー

キングは無事に我がロータリークラブの 2 つの

大きなイベントも終了しましたこと会員皆様、ご

苦労様でした。 

6 月のプログラムは本日 6 月度理事会を

AM11：00 より加藤会長年度最後の開催をしま
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した。 

6 月 13 日（水）、20 日(水)ホーム例会になり

21 日（木）は今年度下期のパスト会長会を市内

ゆき寿司にて PM７：00 より予定です。 

25 日（月）、第 19 回ふれあい鴻巣ウォーキン

グ大会の総括を福祉センターにて PM6：30 より

開催します。 

27 日(水)親睦ゴルフを吉見ゴルフ場にて最

終例会を、レストランときにて開催、全会員参加

をお願いします。 

 

会員誕生祝い        寺澤銀三 会員 

6月 1日に中

学 3 年の男の

孫と高校2年の

女の孫が大き

な花束とケーキ

とオハギを持っ

て誕生祝いを

してくれました。

「じいちゃん、今日は何の日かわかる？」「まあ

分からんね、今日は還暦だよ」なんて言い、多

分親が言ったんでしょう。そう言う意味も分かっ

てか何か孫の成長も早くその反面私の限りある

年も成長も早く進んでいるように思います。去年

はアンパン一個でしたが、今年はこんな盛大に

してくれるなんてそれはしっかりしたもの私の誕

生日も忘れないでねなんてしっかりしているね。

これもジジイバカとは良く言ったもの今度、君た

ちの誕生日にはなんでも買ってあげるよなんて

これも楽しみにしている次第です。今まで以上

に沢山の責任感を感じているこの頃です。 

間室照雄 会員 

本日は誕生

祝ありがとうござ

います。12 日で

満 63歳になりま

す。母が 61 歳

の時倒れていま

すので､一念発起して、ダイエットを始め、二年

が経過しましたが､今朝の体重が 66．8㎏でした。

約 15kg 落としたことになります。65 ㎏を目指し

て、続けたいと思います。 

 

御結婚祝い          小畑正勝 会員 

5月 13日に開催し

た、創立 20周年記念

式典は、参加者から

大成功とお言葉を頂

きましたが、この評価

は、鴻巣水曜 RC 会

員が全員一丸と成った賜物と思います。誠にあ

りがとうございました。本日月初めの祝いなので、

我が家の家庭生活の近況をお話しします。長

男は、今年鴻巣の成人式に出席しました大学 3

年生で 21歳になります。最近では、会社にたま

に出社してはアルバイトをするように成ってきま

した。まだまだダメですが、自社の仕事を少しず

つでもこなし社員とのふれあいがあれば、会社

を理解し溶け込んでくると、親バカのため期待

しております。娘二人は中学生で、下の娘は 5

月に 2 泊 3 日で菅平へ林間学校に行き、上の

娘は 6月に 2 泊 3日で京都へ修学旅行へと子

供の成長の速さにビックリの毎日です。 

 

乾杯              井田喜代志 会員 

 

皆様おめでとうございます、乾杯！ 
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会長よりジュリーへ今月のおこづかい 

 

委員会報告 

20周年記念特別委員会      

 山口光男 実行委員長 

過日開催された、創立 20周

年記念式典においては皆様の

ご尽力により盛大に開催でき

大成功に終えることができ厚く

御礼申し上げます。今後の 25

年 30年を目指して、ロータリークラブとして前に

進んで行きたいと考えます。今後も皆様と一緒

に頑張りましょう。 

 

ふれあい鴻巣ウォーキング特別委員会 

柿沼洋一 委員長 

 5月 27日（日）開催された第 19

回ふれあい鴻巣ウォーキングご

協力ありがとうございました。6 月

25日（月）PM6：30より福祉センタ

ー2F 会議室において総括のた

めの第 6回実行委員会を行います。ご出席宜し

くお願い致します。 

 

親睦・家族委員会       加藤 勉 委員長 

6月27日（水）吉見ゴルフ場に

て開催いたします。多数の参加

よろしくお願いします。 

 

 

国際大会の話          津田健三 会員 

4/30～5/10、シンガポール

よりバンコクへマレー半島をオ

リエント急行列車の旅を経験し

ました。車窓からの眺めを楽し

みにしていましたが、ヤシの木

のジャングルが続き、少しガッカリ。途中でゾウ

に乗り思い出になります。列車はすばらしく食

事もよかったが、揺れ（震度 3）がひどく気分が

悪くなるメンバーもいました。バンコクに着いて、

タイ一番のゴルフ場でプレイ（なぜか寺澤さん

がもてた）。タイは寺院が多く、貧富の差が激し

いと感じました。国際大会では、ガバナー会が

あり、田中 RI 会長のお話がありました。「小さい

ことへの挑戦でなく、大きな目標を持って挑戦し

なさい」。田中 RI 会長は、新潟から集団就職で

上野に着き、浅草で就職、その後上場企業まで

発展させ、ガバナーを経験し RI会長まで上り詰

めた。60 歳で英会話を始め、30 分の演説を

堂々と話された。気さくな人柄で RI でも人気が

あります。今月のガバナー月信にバンコクでの

演説が載っていますので是非読んで下さい。 

 

寺澤銀三 会員 

時間の関係上短くタイ国に

しぼって話をしてみたいと思

います。7，8 年前頃かと思い

ますがタイに観光旅行に行っ

た事がありましたが、その頃と

はぜんぜん違い大きなホテル群、沢山の銀行

等、東京の 2倍ぐらいあろうかと思う町並みです。

そこから一歩町へでるとさびれたトタン屋根小

屋等がちょこちょこ目に映りました。大きなと言う

か有名な寺院は全部金ピカにほどこされ、絢爛

豪華とはこの事かと思いました。又、仏教国観

光にも一役かっている事と思います。また、道

路も 4，5 車線と道幅も広く沢山作られています。

これら等も経済優先のようにも思いました。後十

年後にはアジアでも経済大国として大きな力を

つける事かと思います。これも中国系のような大
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資本が入っていることがわかります。今月の 3，4

日頃かな、ラジオでどうして日本はこんなに不

景気になったのかとその間に日本は贅沢すぎ

たのと言っていましたが、それは違う、外国へ行

って来ればよくわかる。そこにたくさんのヒントが

ある。最後にまた経済も大切かも知りませんが

道徳・マナーが悪いそこから直すんだね。 

 

出席報告         仁見恵美子 委員 

 

 

スマイル報告        井上脩士 副 SAA 

 

 

前回までの合計 456,700 円

本 日 の 合 計 14,000 円

次回繰越金合計 470,700 円  

 

編集後記 

今、五木寛之著「親鸞」を読んでいます。大

変おもしろいです。NHKの「平家物語」よりずー

とおもしろく読んでいます。当時の世相がよくわ

かります。                     ＳＩ 

 

 本日 修正 

 6月 6日 5月 27日 5月 17日 

 961回 960回 959回 

 通常例会 移動例会 移動例会 

会 員 数 29 30 30 

出 席 数 15 30 30 

欠 席 数 14 0 0 

例会出席率 51.72％ 100% 100% 

Ｍ Ｕ 数 3 0 0 

合計出席数 18 30 30 

出 席 率 62.06％ 100％ 100％ 

個人スマイル 

竹内 廣会員…宮城会員、今月からジュリーさんをよろしく

お願いします。 

加藤 勉会員…最終例会ゴルフコンペ参加よろしくお願い

します。 

小畑正勝会員…早いもので「常光納涼まつり」の時期となり

ました。今年は第 10 回の節目を迎え水曜 RC

会員皆様には毎年ご協賛多大にいただいてお

ります。今年もよろしくお願い申し上げます。 

間室照雄会員…我が家の田植えがようやく終わりました。 

柿沼洋一会員…第 19回ふれあい鴻巣ウォーキングご協力

ありがとうございました。 

スマイル 1  「20 周年記念式典」「ふれあい鴻巣ウォーキン

グ」の大成功、皆様の協力に感謝します。 

津田健三会員・井田喜代志会員・山口光男会員・間室照

雄・蓮江郁夫会員・井上脩士会員・石井英男会員・仁見惠

美子会員・小林玲子会員・小林 功会員 
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6月 11日（月）  すいの会 

鎌倉へあじさいを見に行って来ました。 

長谷寺 ジュリーさん 

 

右より 仁見会員 小林夫人 宮城夫人 

 

ちょうど江ノ電が通りました 

 

小泉今日子、中井貴一共演『最後から二番目

の恋』で撮影のレストラン前です 

  

右より 津田夫人 小林夫人 仁見会員 ジュリ

ーさん 石井夫人 加藤夫人 宮城夫人 井上

夫人 小林会員 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月 13日 

（水） 

第 962回通常例会 

クラブ協議会  

創立 30周年に向けての協議 

6月 20日 

（水） 

第 963回通常例会 

クラブ協議会 

部門長フォーラム 

6月 27日 

（水） 

親睦ゴルフ・最終例会 

和風レストラン・とき 

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 


