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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     井田喜代志会員 

 

清水委員長本日はようこそ

おいでくださいました。 

 

 

 

会長挨拶              寺澤銀三 会長 

この暑い日においで戴い

た､地区地域社会奉仕委員

長の清水さんようこそいらっ

しゃいました。 

会長挨拶の前に米山奨

学会セミナーの報告をいた

します。 

1月 4日より、正式な名前は､公益財団法人ロー

タリー米山記念奨学会となりました。皆さん熱心

例会プログラム 

司会 井上脩士 SAA 

山口光男副 SAA 
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に聞いているのがわかりました。そして寄付が

必要であることもよくわかりました。一人あたり 2

万円ですが、各クラブ共、これを集めるのをだ

いぶ苦労されているようでした。我がクラブは会

費から１万円と有志の方によって達成しているこ

とを話しました所、とても良いやり方であると褒

められた次第です。又、今年度の委員長さんは

強力なリーダーですので『何も心配しておりませ

ん。』と申し上げたところ、『そりゃーいいです

ね。』と言われました。宮城さん宜しくお願いい

たします。 

会長挨拶に移ります。 

45 年前イギリスへ旅行したときの話です。当時

の首相が言ったことばで「この国に住んでいる

人は全部イギリス人です」と現地ガイドは言いま

した。私は胸が熱くなるのを感じました。福沢諭

吉の話ではありませんが、天は人の上に人を作

らず、人の下に人を作らず、なんて立派な人だ

ろうと思いました。 

サッチャー首相の前の方だと思いますが､当

時のイギリスは不景気で、失業者が町にあふれ

ていたそうですが、自分の国の労働者を守るた

めに､外国人を追い払ったのです。その内の一

人に､有名な日本人のバレリーナさんにも出国

命令が出たそうです。 

町や高速道路には､日本車はほとんど無く、

ヨーロッパ車ばかりでした。ドイツ車、フランス車

ばかりで､日本車はほとんど見られず､たまにポ

ツンと目に付く程度でした。簡単にいうと､何でも､

経済にしろ、文化にしろ、目に見えない壁が高

いように感じました。 

幹事報告          松本安永 幹事 

① 8月 4日（土） 地区米山

記念奨学部門セミナー開催  

出席者：寺澤会長。宮城委

員長は所用のため欠席。委

員会報告の中でセミナー報

告お願いいたします。 

② 本日、サンネックスの芳賀さんが例会終了

後の 3 時ころ、ホームページ更新のために来

られます。松本が対応いたします。 

③ 8月 10日（金） 午後 8時から 青少年非行

防止パトロールの依頼：井田社会奉仕委員が

出席の予定でしたが、所用のため寺澤会長、

松本幹事が出席します。 

④ 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 

⑤ 9月7日（金）RI2770地区第九グループ八潮

みらいロータリクラブ合併認証伝達式の案内：

寺澤会長、松本幹事の 2名で出席。  

⑥ 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 

⑦ 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。 

⑧ 10月 15日（月） 地区大会記念チャリティゴ

ルフ大会 出席予定者：津田会員、宮城会員、

寺澤会長及び松本（4名） 

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 

司会 井上脩士 SAA 

お盆が来ますので、故佐藤

信義元会員の所へ医師会でこ

れからうかがいますので､司会

を山口さんへ交替します。 

お客様挨拶  地区地域社会奉仕委員会 

委員長 清水恒信 様 

水曜ロータリークラブの

皆さんには大変お世話に

なっております。本日は地

域社会奉仕委員会に対し

て井田喜代志さんを送って
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くださって居ることに関して､お礼の挨拶に参り

ました。今後とも宜しくお願いいたします。 

委員会報告 

第 19回ふれあい鴻巣ウオーキング実行委員 

山口光男 会員 

先般行われました､第 19

回ふれあい鴻巣ウオーキン

グ当日集まった、東日本大

震災の復興支援義援金は

読売新聞「読売光と愛の事

業団」に金 45,636円寄付さ

せて戴きました。この事は読売新聞の埼玉版に

掲載されましたので報告いたします。 

クラブフォーラム   司会 山口光男 会員 

山口：本来、会長が議長として進行するところで

すので、寺澤会長よろしくお願いします。 

寺澤：はじめに､奉仕プロジェクト部門から､石井

さんお願いします。 

奉仕プロジェクト部門    石井英男 部門長 

部門方針 

○地元や地域社会に部門と

して取り組む。 

○職業奉仕･社会奉仕･国

際奉仕･特別委員会（ふれ

あい鴻巣ウオーキング）の各

委員会が連携を取って活動する仕組みを作

る。 

○ロータリーの精神で地域に対して奉仕を進め

る。以上宜しくお願いいたします。 

寺澤：最大の職業奉仕は雇用だと思いますね､

そして税金を納める。 

次は小林さんお願いします。 

職業奉仕委員長       小林玲子 委員長 

活動方針 

活動計画及び実施方法は年度計画書に書

いてあります。職業を通じてかかわる方々の

絆が深まるように取り組みたいと思います。 

10月 17日（水曜）第 979回移動例会は、ガト

ーフェスタハラダの工場見

学(群馬県)を予定しました。

小林支店長に紹介して頂

きました。皆さん参加宜しく

お願い致します。また、座

禅例会も寒くならない内に

行う予定です。 

地区のほうから近江商人の三方よしの DVD

の貸出がありますので、手配して例会で見て頂

きたいと思います。 

宜しくお願い致します。 

寺澤：次は新世代部門間室さんお願いします。 

新世代部門          間室照雄 部門長 

 新世代部門は青少年交換

委員会･ライラ委員会･新世

代育成委員会があります。 

特に今年度は､財団の地区

補助金を使って、車椅子介

助ボランティア養成講座を

行います。 

馬場財団委員長から､地区補助金の使い道

について打診がありました。とっさの思いつきで､

車椅子介助ボランティアの必要性を話したとこ

ろ、それにしようと言うことになって、松本幹事と

も相談して､すぐに地区に申し込み、地区から

承認をいただきました。 

この事は、ウオーキングですでに北中の生徒

を対象に行ってきたことですが、社会福祉協議

会に問い合わせた所、全面的に協力を戴ける

ことになりました。 

① 市内の中学校に呼びかけ､賛同する三校に

対して、講習会を開催する。 

② 講師は社会福祉協議会より派遣して戴く。 

③ 車椅子 6台購入し､実技講習に使う､費用は

地区補助金と不足分はスマイルボックスより

支出する。 

車椅子の介助には､介助者として､車椅子利

用者への気遣いがとても大事だそうです。中学

生に､車椅子介助を通して､このことを体得して
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いただく事は､新世代育成としてとても良いこと

だと思います。 

尚、このほかにも、ライラへの派遣、中学生の

社会体験プログラム（チャレンジ 3ｄａｙｓ）高校生

社会体験プログラム（5日間）など行います。 

会員の皆さんの積極的な参加をお願いいた

します。 

寺澤：次は長谷川さんお願いします。 

ライラ委員会        長谷川信子 委員長 

ライラはリーダーを育てる

働きですが、私自身も共に

勉強して､楽しみながら、

日々精進をしてゆきたいと

思います。 

オリンピックを見て感じた

ことですが、日頃より鍛錬に鍛練を重ねて勝ち

得た技と力、その姿、負けない心、くじけない心

など、テレビを見ていて､夢と感動をいただきま

した。日の丸に感動、若者を探せ､ロータリーを

広げよう。 

寺澤：間室さんふるさとの杜について何かありま

すか。 

ふるさとの杜の除草について 

間室照雄 実行委員長 

前回、小畑さんの社員の

皆さん 5 名の協力をいただ

いて､草刈りをしましたが、ま

もなく､もう一回は草刈りの

必要があります。 

暑い日が続いて、だいぶ

乾燥しましたので、水をやりました。2 時間ほど

かかりました。雨の待ち遠しい所です。 

20周年記念誌追加について 

小林玲子 記念誌部会委員長 

本日配りました､写真のは P9は差し替えです。

最初 80部の製本は大丈夫です。あとの 80部が

差し替えになります。申し訳ございません。宜し

くお願い致します。 

寺澤：広報について加藤さんお願いします。 

広報雑誌委員会       加藤文男 委員長 

本日、当クラブの本年度

のホームページ作成の打

ち合わせを行います。ここ

数年間で､クラブのホーム

ページを見た方はどのくら

いおりますか？、（余り多く

ない） 

会報をアップしていきますので宜しくお願いい

たします。 

 

出席報告        仁見恵美子 出席委員 

 

 

 本日 修正 

 8月 8日 8月 1日 7月 25日 

 970回 969回 968回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 30 30 30 

出 席 数 15 21 22 

欠 席 数 15 9 8 

例会出席率 50.00% 70.00% 73.33% 

Ｍ Ｕ 数 4 ２ 3 

合計出席数 19 23 25 

出 席 率 63.33% 76.66% 83.33% 
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スマイル報告         山口光男 副 SAA 

 

 

前回までの合計 101,780 円

本 日 の 合 計 16,000 円

次回繰越金合計 117,780 円  

 

 

編集後記 

例年に無い暑い日が続いて、畑の作物はも

ちろん､草さえもしおれている。 

そんな中、8月 14日早朝 高野 剛会員が天に

召された。酸素ボンベを引きながら、群馬銀行

の階段下まで来られ、3 階までは無理なので､こ

こで失礼しますと言い、帰ったのはついこの間

のことである。 

最後まで、ロータリーを愛し、ロータリーの生字

引のような高野さんの急逝は余りにも残念であ

る。例会出席に熱心であった高野先輩に学び

たい。ご冥福を祈ります。       T.M 

 

お客様スマイル 

清水恒信様…地域社会奉仕委員会への井田さんの出向

にたいし､挨拶に参りました。 

個人スマイル  

馬場知行会員…昨日の箕田薬師には津田PGご夫妻、松

本幹事、井田P会長はじめ、太鼓の演奏にお出かけくださ

りありがとうございました。 

 

スマイル 1  RI2770 地区社会奉仕部門･地域社会奉仕

委員会清水様ようこそ 

宮城 仁会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会員・井田喜代志

会員・山口光男会員・間室照雄会員・松本安永会員・加藤

文男会員・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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今後の活動予定 

 

 

 

 

 
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 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士     副委員長  間室照雄 

委  員 山口光男 小林玲子 小林 功 田邊 聖 


