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奉仕を通じて 

平和を 

田中作治 RI 会長 

 

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    津田健三 会員 

 

例会プログラム 

司会 井上脩士会員  

点鐘 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

四つのテスト唱和 津田健三会員 

お客さま紹介 寺澤銀三会長 

会長挨拶 寺澤銀三会長 

幹事報告 松本安永幹事 

クラブフォーラム 

ＳＡＡ 井上脩士ＳＡＡ 

クラブ会報委員会 井上脩士委員長 

特別委員会 

（ふれあい鴻巣ウォーキング） 井上脩士委員長 

管理運営部門 山口光男部門長 

プログラム委員会 小畑正勝委員長 

出席委員会 宮城 仁委員長 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

クラブ活性化部門 加藤文男部門長 

会員増強委員会 小畑正勝委員長 

ロータリー財団・米山記念奨学部門 

 馬場知行部門長 
出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 山口光男副 SAA 

点鐘 
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お客様  

第九実行委員会 寺西修身 様 

毎度お世話になります。第

九実行委員会の寺西です。 

本年 11月 25日にクレアこう

のす大ホールにて8回目第九

演奏会を実施します。みな様

のご支援、ご声援をよろしくお願いします。また、

経験者のみな様の第九合唱団のご参加もお願

いしています。パンフレットが出来次第、持参い

たしますので、その折にはご協力お願いいたし

ます。 

第 11回こうのす花火大会実行委員会  

実行委員長 栁 健太郎 様 

皆様ご紹介頂き

ました、「燃えよ！

商 工 会 青 年

部！！第 11回こう

のす花火大会」実

行委員長の栁健

太郎です。第 10 回大会に至るまで、鴻巣水曜

ロータリークラブの皆様に多大なるご協力を頂

きましたこと、誠にありがとうございます。我々商

工会青年部は、この花火大会を通して地域の

商工業の発展はもちろんのこと、未来を担う子

供達に夢と希望を与え、地元愛、郷土愛を育ん

で貰い、この街に誇りを持ってもらう。また、東

日本大震災の復興支援事業と位置づけ、揺る

ぎない支援の輪を広げていく事を目的とし、青

年部一同準備を進めております。第 11 回大会

ではラストスターマイン「鳳凰乱舞」に二尺玉同

時打ち上げを練りこみ、日本一の三尺玉 2 発、

二尺玉 2 発同時打上、尺玉 300 連発を有する

日本一のプログラムになりました。これも貴クラ

ブのご協力の賜です。結びに、鴻巣市を埼玉

県、全国、世界へとアピールできるよう、全力で

頑張りますので、更なるご協力をお願いいたし

まして、実行委員長の挨拶に代えさせて頂きま

す。 

会長挨拶           寺澤銀三 会長 

皆さまこんにちは。先

月 13日に鴻巣男女共同

の集いに我がクラブを代

表して参加して参りまし

た。私は、初めて聞く話

ですが、市民と行政が一丸となって、子供たち

の音楽講演会のようなものを、開催していこうと

いうことのようです。30 日には、鴻巣観光協会

の総会に行って参りました。これより会長挨拶

です。昨日くらいから、梅雨もあけたかのようで、

本格的な夏が近づいて来ている感じです。毎

年この時期に想いだすのは田んぼの水引です。

米農家にとっては必死なことです。小川の水が

自分の田んぼに流れているか見て廻るのも子

供の仕事です。ある時、家の田んぼの上流に

水が満々とある田んぼが目につき、「そうだこの

水を抜けばいいんだ」と弟と友達の三人で家の

田んぼにひき入れてしまいました。それが悪い

こととは思わず、「こういう方法もある」とむしろよ

い事をしたと思いました。土手の上の桜の木に

登って歌を歌っていると、「こらっ 降りてこい。

お前達だな。田んぼの水を取ったのは。どこの

子だ。」と、さんざん怒られて、はじめて自分が

悪いことをしたとわかった次第です。毎年夏がく

ると想いだす記憶の一ページです。 

幹事報告         松本安永 幹事 

幹事報告をいたします。 

① 7月 5日（木） 朝 9時か

らふるさとの杜の除草作業

が行われました。参加者は

寺澤会長、間室委員長、

小畑会員と社員 4 名の方々そして松本でし

た。 

② 7月7日（土） 地区ロータリー財団セミナー

開催  出席者：寺澤会長、馬場部門長 

③ 7月 9日（月） 第 4回会長幹事会開催 東

武バンケットホール上尾 北本 RCホスト 
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④ 7月 10日（火） RI2770地区事務局研修会

開催  欠席 

⑤ 7 月 21 日（土） 地区広報部門セミナー開

催  出席予定者：寺澤会長、加藤文男部

門長 

⑥ 7月 22日（日） 打ち水大作戦実施につい

て 午後 3 時～4 時を目安に実施 実施要

項を参照 

⑦ 7 月 28 日（土） 地区新世代部門セミナー

開催  出席予定者：寺澤会長、間室部門

長、田邊委員長 

⑧ 8月 4日（土） 地区米山記念奨学部門セミ

ナー開催  出席予定者：寺澤会長、宮城

委員長 

⑨ 9月 29日（土） こうのす花火大会 今年度

は例会となっています。 

⑩ 10 月 15 日（月） 地区大会記念チャリティ

ゴルフ大会開催  大利根カントリークラブ 

東・西コース（貸切） 

⑪ 国際ロータリー第 2770地区 2013年リスボ

ン国際大会準備委員会、準備委員選出に

ついて 

次回理事会前役員会予定 

2012年 7月 27日（金） 

時間 19 時 00 分より  場所 北鴻巣クリニ

ック待合室 

クラブフォーラム  

SAA 井上脩士 SAA 

会長の方針にのっとり、

笑顔一杯の会場作りを目

指します。管理運営部門と

連携して、円滑な例会運

営に努める。 

クラブ会報委員会 

従来通り、手作りを基本として全会報委員協

力して、翌週発行に努めます。 

ふれあい鴻巣ウォーキング委員会 

第 20 回記念大会を盛り上げるよう、レク協と

の協議を早く開始し、全会員一致して 2000 名

超の参加を目指します。 

 

管理運営部門       山口光男 部門長 

今年度、会員家族の絆を高

めるために、例会プログラムを

より楽しめる工夫と親睦を図れ

るよう計画いたします。また、出

席がなければ会員相互の理解

は生まれません。そのためにロータリー情報を

タイムリーに受け取れるようにして、まずは例会

の出席を第一に運営したいと考えます。 

プログラム委員会     小畑正勝 委員長 

活動方針 出席する度

にロータリーの楽しさ・すば

らしさが感じられ、そしてロ

ータリアンとしての使命を

実践するための、知識・熱

意が得られるプログラムの

企画・制作を年度を通して提供する。 

出席委員会         宮城 仁 委員長 

例会は、会員相互の最大

の場作りである。ロータリー

の基本は、出席から始まり、

出席なくして何も語れません。

人の出会い、人情、義理、

愛情どれも出会いから。私たちのロータリーは

みんなで築くものです、週に一度は顔を出して

ください。 

親睦・家族委員会     加藤 勉 委員長 

今年度会長方針である絆

を高める様、より一層の親睦

を深められる様毎月一度くら

いの親睦会を計画して行き

たいと思っております。 

今月は 19日（木）にホテルガーデンパレスに

て、納涼例会を計画しました。今回はガーデン

パレスのバスで送迎しますので大勢の参加を

お願いします。また水曜クラブが主体となって

第 3木曜ゴルフ会を立ち上げました。会長に久
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保田さん、幹事に私、加藤が決まりました。今月

は第 4 木曜日になりましたが、熊谷の大麻生ゴ

ルフ場に二組予約済みで参加者も決定してお

りますが、次回は、3 組位予約してロータリーの

元会員の方、新規入会予定の方、会員の友人

など誘って楽しみたいと思っておりますのでよ

ろしくお願いします。 

クラブ活性化部門     加藤文男 部門長 

クラブ活性化部門は、ロー

タリー情報・広報・ IT、会員

増強、職業分類・会員選考

の各委員会からなっておりま

す。年度計画書の中に IT等

を駆使して広報をすると書きましたが IT を使え

ばよいと言うことではなく、基本はフェイスツーフ

ェイスの関係を重視していくつもりです。活性化

において、広報と増強の関係性で卵が先かに

わとりが先かではなく車の両輪を軸にしていき

ます。 

前回の例会で‘ロータリーの友’を広報してい

ませんので話します。縦書き・横書き両表紙を

田中作次新RI会長ご夫妻の写真が掲載されて

いますが、奥様の表情が会長に凄く似ているよ

うに感じました。夫婦とはこういうものなのかなと

感じました。 

養老孟司さんの記事がありました。彼は東大

の名誉教授で解剖学の専門家、昆虫にも造詣

が深くベストセラー‘バカの壁’等があり皆さんご

存知の人だと思います。記事の内容は読んで

もらうことにして、一つの道を究めた方の視点は

やはりうならせるものがあります。 

このような感覚で一年間紹介しますので宜し

くお願いします。 

会員増強委員会      小畑正勝 委員長 

活動方針 鴻巣水曜 RC

では、会員増強維持が計画

通りに運ばず、年々高齢化

等が進みクラブ会員の減少

が進行している現状です。

本年度会員増強委員会は、中・長期戦略

(CLP)を基に全会員一丸となり新会員増強要請

にがんばる一年とします。 

◎ 田中徳尚ガバナー年度の 2770 地区会員

目標数は3000名と大きな目標をたてられました。

鴻巣水曜 RC では、全会員 1 名以上の入会推

薦者をお願い致します、寺澤年度の目標入会

推薦者数は30名とします。どうぞご協力よろしく

お願い致します。全会員で、退会者の無いクラ

ブづくり 

◎ 出席率 90％以上のキープ。 

ロータリー財団・米山記念奨学部門 

馬場知行 部門長 

本日は 7月 7日に開催さ

れたロータリー財団の地区

セミナーに寺澤会長と出席

してきましたので、その報告

をします。とにかく、ロータリ

ー財団部門は 6委員会を持ち、資金を集めるこ

とから始まり、その使いみちでポリオから財団奨

学生そして補助金を利用しての事業等、多種

多彩な内容ですのでかなり説明も難しい。様は

会員から気持ちよく寄付を頂いて目標をクリア

すること。それには会員に各種のプログラムを

理解してもらうため、例会での地区財団委員の

卓話や補助金事業のあらましの詳しい説明が

必要です。今後担当委員会と連携して参ります。

最後にロータリーカードについて、利用すると

金額の 0.3％がそのまま東北振興に寄付される

ので協力をお願いしますとのことでした。 

出席報告  

宮城 仁 委員長 
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前回までの合計 18,780 円
本 日 の 合 計 17,000 円
次回繰越金合計 35,780 円  

 

スマイル報告        山口光男 副 SAA 

 

 

7月 5日にふるさとの杜の草刈をしました。 

旭科学㈱のみなさんありがとうございました。 

 

 

 

  

寺澤会長   加藤親睦委員長 

 

会員奥様＆ジュリーさん 

 

 本日 修正 

 7月 11日 7月 4日  

 966回 965回  

 通常例会 通常例会  

会 員 数 29 30  

出 席 数 17 18  

欠 席 数 12 12  

例会出席率 58.62% 60.00%  

Ｍ Ｕ 数 3 3  

合計出席数 21 21  

出 席 率 72.41％ 70.00％  

 

個人スマイル  

加藤 勉会員…来週の移動例会ビアガーデン参加よろ

しくお願いいたします。 

間室照雄会員…ふるさとの杜 草刈にご協力いただきあ

りがとうございました。 

スマイル 1  第 11 回こうのす花火大会ご協力よろしくお

願いします。 

津田健三会員・小畑正勝会員・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・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・小

林 功会員 

スマイル 2  第九演奏会ご支援ご協力よろしくお願いしま

す。 

津田健三会員・宮城 仁会員・山口光男会員・田邊 聖

会員 

第 967回 7月 19日 移動例会 

ホテル ガーデンパレス 
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男性会員の皆さん 

 
事務局の大島さん 石井さん 小林会員 

 
石井副会長の締め 

 

 

 

 

 

編集後記 

先日、富岡町の人が住む郡山の仮設住宅へ

行ってきました。去年植えた花の植え替えをし

てきました。東日本大震災から 1年 4ヶ月。まだ

まださまざまな支援が必要だと強く感じました。

今回が初めての編集です。一年間よろしくお願

いいたします。         （K．Ｔ） 

今後の活動予定 

 

 

 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士     副委員長  間室輝雄 

委  員 山口光男 小林玲子 小林 功 田邊 聖 

7月 18日

（水） 
振替休会 

7月 19日

（木） 

第 967回 移動例会 

納涼例会 熊谷ガーデンパレス 

7月 25日

（水） 

第 968回 通常例会 

ガバナー補佐表敬訪問 

花チャリティ 

8月 1日

（水） 

第 969回 通常例会 

会員誕生・配偶者誕生・結婚月

祝い 

8月 8日

（水） 

第 970回 通常例会 

外来卓話 

8月 15日

（水） 
法定休会 

8月 22日

（水） 

第 971回 通常例会 

外来卓話 花チャリティ 

8月 29日

（水） 

第 972回 移動例会 

バーベキュー 

9月 5日

（水） 

第 973回 通常例会 

会員誕生・配偶者誕生・結婚月

祝い 外来卓話 

9月 12日

（水） 
振替休会 

9月 14～

16日

（水） 

第 974回 移動例会 

親睦旅行 

9月 19日

（水） 

第 975回 通常例会 

外来卓話 花チャリティ 

9月 26日

（水） 
振替休会 

9月 29日

（水） 

第 976回 移動例会 

第 11回こうのす花火大会 


