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幹事報告 松本安永幹事 
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20周年記念誌部会  小林玲子会員 

広報部門セミナー参加報告 加藤文男部門長 
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会員誕生・奥様誕生・結婚月祝い 

乾杯             井田喜代志 会員 

 

会員誕生祝い       松本安永 会員 

本日は誕生祝あ

りがとうございます。

今年辰年の年男で、

今月 31 日で満 60

歳になります。一足

先に同級生の小林会員、井上会員、この後山

口会員が 12 月に続きます。昨年 7 月 24 日の

テレビの地上アナログ放送が停波するというこ

とで、家電特需と言われましたが、その実は家

電量販店の安売り合戦で利益の出ない忙しさ

に振り回され、その後のこの一年、ばったりと売

り上げが止まり地道に修理・工事でつないでき

ました。ようやくこの猛暑のおかげでエアコンが

動き始め、また地デジの電波障害がここにきて

頻発していることから、仕事が増えてきていま

す。以前にも話をさせていただきましたが、今

年 1 月から末っ子の二男が入社し、一緒に仕

事をしています。エアコン工事やアンテナ工事

も今までは一人で仕切っていかなければ進ま

なかったことが、まかせられることが多くなり、気

持ちの上で負担が軽くなってきています。今年

度ロータリーでの時間がかなりとられています

が、何とかやっていけそうです。皆様のご協力

をさらに宜しくお願い致します。 

奥様誕生祝い       石井英男 会員 

皆様こんにちは。7月 26日木曜日に第一回

目の第 3木曜会のゴルフコンペに参加して、暑

いぞ熊谷の真ん中で 35度以上でプレーをしま

した。暑かった。今日

は津田育穂さんに来て

いただきしっかり心身と

もに立派になられて素

晴らしいですね。家内

にも話したら育穂さんによろしく言ってました。8

月が誕生月で一年前にも挨拶しましたが、月

日のたつのが早いです。 

田邊 聖 会員 

皆さまこんにちは。

私の女房は昭和 41

年生まれです。この

年は丙午で、丙午の

女性についてはいろ

いろと言われていることがありますが、女房に関

しては、当たっていると思います。家では女房

に頭が上がりません。本日はありがとうございま

した。 

会長挨拶           寺澤銀三 会長 

皆さまこんにちは。 

はじめに会長としてお

礼を申し上げます。二

十周年記念誌の製作

にあたってくれた小林

玲子さん、井上さん、間室さんありがとうござい

ました。そしてジュリーさんのホストファミリーを

引き受けてくださった、竹内さん、井上さん、宮

城さん、津田さんご苦労様でした。続きまして

部門セミナーの報告をいたします。広報部門セ

ミナーですが、我々ロータリーは対外的にアピ

ールが下手だと言うことです。ロータリーのマー

クを見ても、殆どの人はわからないと言うことで

す。私は、市主催のいろいろな行事に積極的

に出席して、ロータリークラブをアピールして参

ります。次に新世代部門です。ヒゲの隊長とし

てサマワでの PKOの指揮を執った元自衛官で

現在参議院議員の佐藤正久氏の講演がありま

したので、このことを取り上げます。現在の政治

状況や国際的な問題を話して頂きました。東日
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本の災害と国政は似ているような気がいたしま

すが、これも気になって仕方がありませせん。さ

て、青少年交換学生ことですが、現地の学生

募集に当たって、重要な条件のひとつとして、

知能より大人としての最低の常識、マナーがあ

るかです。それらを調べるのは非常に難しいと

思いますが、それもお互いに良い事と思ったも

のが、逆に不幸になるかもしれません。又合格

のさいにもいらんことかもしれませんが、これは

遊びにいくのではないとくれぐれも教えることが

大事だと思います。津田育穂さんの帰国報告

は、小さな子供が物事をおぼえ、一生懸命に

親に話をしている姿のようで、自分の子供や孫

の姿が思い浮かび、可愛くて、可愛くて涙が出

そうになり、必死にこらえていました。最後にな

りますが、この７０年そば業をやっておりますが、

いまだに満足のそばができず苦労をしている

次第です。 

幹事報告         松本安永 幹事 

本日理事会を

行いました。その

内容を幹事報告と

いたします。 

1. 報告事項 

① 2012 年 8 月の

ロータリーレートは、1 ドル＝80円 

② 7月 21日（土） 地区広報部門セミナー開催  

出席者：寺澤会長、加藤文男部門長。例会の

委員会報告で発表をお願いします。 

③ 7 月 22 日（日） 打ち水大作戦実施につい

て：寺沢会長の事業所で実施、写真を撮った

が一人で映っているものしかないため地区に

は提出しなかった。 

④ 7月 28日（土） 地区新世代部門セミナー開

催  出席者：寺澤会長、間室照雄部門長、

田邊委員長。例会の委員会報告で発表お願

いします。 

⑤ 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 

⑥ 8月 11日（土） 地区管理運営部門セミナー

開催  出席予定者：寺澤会長、山口部門長 

⑦ 9 月 8 日（土） 奉仕プロジェクト部門セミナ

ー開催 出席該当者は寺澤会長、石井会長

エレクト、小林玲子職業奉仕委員長、柿沼社

会奉仕委員長、坂口国際奉仕委員長 

⑧ 9 月 15 日（土） RLI パートⅠ開催 出席予

定者：なし 再度該当会員にあたってみます。 

⑨ 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） 出席予定者：津田会員、宮

城会員、寺澤会長 あと一人未定（4名） 

2. 議事 

① 8月・9月・10月プログラムについて：小畑委

員長より資料に基づき説明 

② 管理運営部門・親睦・家族委員会：加藤勉

委員長より説明 

ｱ. 6月 27日 前年度最終例会会計報告 

ｲ. 8月 29日（水） 移動例会について 

ｳ. 9月 29日（土） こうのす花火大について 

ｴ. 木曜会ゴルフコンペについて 

③ クラブ活性化部門・会員増強委員会 新会

員入会について：小畑委員長より資料に基づ

き説明、承認。 

④ 新世代部門 地区補助金事業について：間

室部門長担当、本日現在まだ準備なし 

⑤ 米山記念奨学委員会 奨学会寄付金につ

いて：宮城委員長より資料に基づき説明。改

めて部門会議を開催し、結果を理事会に提

出する。 

⑥ 平成 24 年度鴻巣市民ゴルフ大会協賛金に

ついて：鴻巣 RC と合わせることで承認（予定

額 10,000円） 

⑦ 会計報告：小林会計より 6月 30日締めの本

会計決算報告及びスマイルボックスの報告。

これにより今年度の繰越金額が決定。 

⑧ 2012～2013 年度会長賞について進捗状

況：資料を理事会ごとにチェックすることを合

意 

⑨ その他： 
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ｱ. 青少年交換留学生のホストファミリーの奥

様に対しての 2,000円程度の品物でお礼をし

たいとの会長からの提案：承認 

ｲ. 今回の Julie さんの緊急帰国に対しての費

用負担について宮城ホストファミリーからのお

願い：クラブとしても負担をすることで承認 

次回理事会予定 

2012年 9月 5日（水） 

時間 11時 00分より 

場所 群馬銀行鴻巣支店 3F和室 

次回理事会前役員会予定 

2012年 8月 31日（金） 

時間 19時 00分より 

場所 旭科学 2階応接室 

委員会報告  

20周年記念誌部会      小林玲子 会員 

7月 30日に 160部製

本が無事終了いたしま

した。皆様本当にご協

力ありがとうごました。 

広報部門セミナー報告   加藤文男部門長 

6/21、浦和で広報

部門セミナーが開催

され、寺澤会長と加藤

が参加してきました。

ロータリーへの広報

（クラブ内、）一般人への広報とよく言われるよう

になりましたが、IT 等を駆使するのは当然です

が、基本はフェイス・ツウ・フェイスが基本です。

同感。 基調講演でロータリーの友編集長二神

氏「東京築地 RC 所属」の話がありました。ロー

タリーマークはロータリアンには当然知られて

いるが一般的にはそれほど認知されていない。

世界的な商品と同様世界中の誰でも知ってい

るようなマークになるよう、RI ではロータリーマ

ークをブランド化する戦略をとっていく。マーク

自体の所有はRIにあります。各クラブは其の使

用が認められている。マークの使い方として、よ

くありますが、部分的に一部を掲載する、ある

いはハーフトーンにして其の上に活字を入れる

ようなことはやめてもらいたい。より厳密に言え

ば認証されてなく禁止です。 

今年度田中 RI会長に標語には今までのよう

な各年度固有のマークは使用されていない。

今後ブランド化のためロータリーマークひとつ

に絞る。ホームページをアップされるクラブが多

くなりましたが傾向としてどうしても内向な内容、

構成が多いように感じられるとのことでした。そ

れぞれ意見はあると思いますが、東京築地 RC

の HP を見てください。参考になると思います、

宜しくお願いします。 

新世代部門セミナー報告 間室照雄 部門長 

7 月 28 日(土) 

会場パインズホテ

ル参加者：寺澤会

長･田邊聖委員長

員長･間室照雄 

ライラ委員会･ロー

ターアクト委員会･インターアクト委員会･青少

年交換委員会からそれぞれ、事例発表があり、

ロータリーの働きが大変重要な物であることが

理解できた。事例発表後の講演は､元イラク復

興支援のため、サマーワへ先遣隊長として派

遣された､参議院議員(自由民主党比例区選

出)の佐藤正久氏の講演であった。佐藤氏の話

には説得力があり、リーダーとしての必要な資

質についての話であった。本を買ってきたので、

興味のある方にお貸しします。大変有意義な

研修であったと思います。 

青少年交換留学生 

帰国報告              津田育穂 様 

皆様こんにちは。

本日はお招きいた

だきありがとうござ

います。帰国報告

をさせていただき

ます。留学初期のころの気持ちの不安定さや
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辛さ、もどかしさの連続だったあの頃の日々を

思い返すと、それらの日々があって今の自分

がここにいるのだろうと思います。今までしてき

た努力や経験の尊さを改めて感じます。アメリ

カに１年住み日本に帰ってきた今の自分だか

ら語れる思いや、周りと共有したい新たな知識

や感動など、話す機会をいただけて話そうとす

るたびに、自然と涙がこぼれます。ただこの涙

の中には、悲しみも喜びも含まれています。忘

れてはいけないのは、言葉に出来ない感謝の

気持ちがこの涙を形成しているということです。 

ロータリーの交換留学生として、アメリカで過ご

した一年はかけがえのない出来事で、もう二度

と同じ一年を過ごすことは出来ないのですが、

振り返った時に悔

いのない一年が送

れたなと思えるよう

な生活ができてよか

ったです。また、一

生忘れることの出来

ないような貴重な体験にあふれたこの一年をた

だの思い出として終わらせてしまうことのない様、

つねに周りの人々や自分が置かれた環境に感

謝の気持ちを持ち、かつ示すことを忘れず、こ

れから始まる生活の 1日 1日を大切にまじめに

過ごしていきたいと思います。ご協力をいただ

いた皆様、留学というまたとない貴重な経験を

させていただいた事、また、私の成長を温かい

目で見守っていただいた事に心から感謝申し

上げます。 

ジュリーさんホストファミリー   津田悦子 様 

皆様こんにちは。ジ

ュリーさんをホストファ

ミリーとして引き受け

たことは良い経験でし

た。このような機会を

あたえていただきあり

がとうございました。 

ジュリーさんホストファミリー   井上洋子 様 

皆様こんにちは。私ど

もの家に来たときには、

大分日本語も話せるよう

になっていました。ジュ

リーさんとの生活はとて

も楽しく、良い経験をす

る事が出来ました。これからのジュリーさんの幸

せを願っています。 

 

ジュリーさんホストファミリー  宮城 仁 会員 

 ジュリーさんは大

陸性の性格で、し

つけには苦労しま

したが、楽しく生活

することが出来まし

た。 

 

ジュリーさんカウンセラー  馬場知行 会員 

 

 

 

 

出席報告        宮城 仁 委員長 
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スマイル報告         山口光男 副 SAA 

 

 

前回までの合計 79,780 円
本 日 の 合 計 22,000 円
次回繰越金合計 101,780 円  

 

編集後記 

育穂さんのスピーチ立派でしたね。先日の

新世代部門のセミナー後の講演で佐藤正久参

議員が、東日本大震災で被災した子供の中か

ら国民の痛みのわかる日本のリーダーが将来

生まれるだろうと発言されていたのが、強く心に

残っています。育穂さんのスピーチを聞いて、

この国の未来は明るいと思ったのは楽観過ぎ

るでしょうか 

 

今後の活動予定 

 

 本日 修正 

 8月 1日 7月 25日 7月 19日 

 969回 968回 967回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 30 30 29 

出 席 数 21 22  

欠 席 数 9 8  

例会出席率 70.00% 73.33% 100% 

Ｍ Ｕ 数 2 3  

合計出席数 23 24 29 

出 席 率 76.67％ 83.33％ 100% 

個人スマイル  

津田健三会員…私の孫、育穂が大変お世話になりまし

た。クラブのおかげでいろいろ勉強してき

たと思います。本当にありがとうございま

す。 

山口光男会員…小林玲子様２０周年記念誌の作成大変

ありがとうございました。 

スマイル 1  津田育穂さんお帰りなさい。ホストファミリー

の皆様ありがとうございます。 

小林忠志会員・宮城 仁会員・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・間室照雄会員・

松本安永会員・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・田邊 聖会員・松村豪一会員 

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 

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

（土） 

第 976回 移動例会 

第 11回こうのす花火大会 

10月 3日 

（水） 

第 977回 通常例会 

配偶者誕生・結婚月祝い 

月信・友の紹介 

10月 10日 

（水） 

第 978回 通常例会 

ガバナー補佐来訪 

10月 17日 

（水） 

第 979回 移動例会 

工場見学 

10月 24日 

（水） 

第 980回 通常例会 

ガバナー公式訪問 

花チャリティ 

10月 31日 

（水） 
休会 


