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四つのテスト唱和    馬場知行 会員 

 

 

 

 

 

例会プログラム 

司会 加藤 勉会員 

黙祷  

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 馬場知行会員 

お客さま紹介 小畑正勝会員 

会長挨拶 寺澤銀三会長 

幹事報告 加藤 勉会員 

入会式 寺西修身会員 

ロータリー平和センター冠名基金表彰   

小畑正勝会員 

委員会報告 

親睦家族委員会 加藤 勉委員長 

外来卓話 

大宮シティ RC 宮下守夫様 

大宮シティ RC 沖田定男様 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 小畑正勝副 SAA 
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お客様紹介       小畑正勝 会員 

 

 

 

会長挨拶          寺澤銀三 会長 

皆さまこんに

ちは。今日は

皆さまもお読み

になったと思い

ますが、十日

ほど前の新聞

に興味深い記事が掲載されていましたので、

その事をお話いたします。アメリカには二十年

長期戦略計画というものがあるそうです。第二

次世界大戦の時には、既に出来ていたという

ことです。アメリカの将来を見据えた準備には、

すごいものが感じられます。我が鴻巣水曜ロ

ータリークラブにも長期計画というものがありま

す。ポリオ撲滅、公共のイメージ（クラブの認

知度）のアップ等です。我々会員は、我がクラ

ブを愛し、そして日本国民を世界に誇れる民

族たらんとするため行動していきたいと思って

います。最後に「知者は惑わず勇者は恐れ

ず」という言葉をご紹介して会長挨拶といたし

ます。ありがとうございました。 

幹事報告          加藤 勉 会員 

本日は松本幹事

が故高野会員の告

別式に参列されて

遅れています。私

が代読いたします。 

① 8 月 1 日 寺西

修身様入会申し込みの件、理事会で承認

され、8 日までに異議申し出がなかったこと

により正式に入会となりました。 

② 8月 11日（土） 地区管理運営部門セミナ

ー開催  出席者：寺澤会長、山口部門長。

セミナー報告をお願いいたします。 

③ 8 月 14 日 高野剛会員が急逝されました。

葬儀につきましては過日ご案内の通り昨日

21日通夜、本日 22日告別式が執り行われ

ました。 

④ 地区より訃報が届いております。蓮田ロー

タリークラブ、第 20 代会長(1990-91)パスト

ガバナー(2006-07)飯野雪男氏享年 76歳。

詳細は会長幹事にお尋ねください。 

⑤ 8 月 22 日現在、管理運営部門のみ部門

会議の連絡が来ておりますが、クラブ活性

化部門、奉仕プロジェクト部門、新世代部

門、および R財団・米山記念奨学部門の会

議日程が届いておりません。至急日程調整

をお願いいたします。 

⑥ 9月 7日（金）RI2770地区第 9グループ八

潮みらいロータリー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。

（前回も報告済みですが、再度報告） 

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。委員長が出席できない場合は代理出

席をお願いいたします。 

⑧ 9月 15日（土） RLIパートⅠ開催：当日当

クラブの親睦旅行の日程と重なっているた

め、現在のところ出席予定者はいません。 
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再度該当会員にあたってみます。 

⑨ 11月 10日（土）～11日（日）開催「コラボさ

いたま 2012」チャリティバザーへの協力依

頼が地区新世代部門から来ています。詳細

については部門から発表をお願いいたしま

す。 

⑩ 今年度は、リスボン国際大会のための準

備委員を各クラブから 1 名要請されていま

す。今までになく多数の参加要請があると

思われますので、準備のほどよろしくお願

いいたします。 

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 

入会式           寺西修身 会員

 
（ご入会おめでとうございます） 

 

ロータリー平和センター冠名基金表彰 

小畑正勝 会員 

 
 

委員会報告  

親睦家族委員会       加藤 勉 委員長 

8月 23日の木曜会ゴ

ルフコンペの件、10 名

の参加申込を頂きました。

参加者は久保田会員、

津田会員、宮城会員、

小畑会員、寺澤会員、

馬場会員、松本会員、石井会員、宮城明美さ

ん、私加藤です。今回より会費千円を集めさ

せていただき、優勝賞金に合計金額の 50％、

準優勝賞金に残金の 60％、三位に 40％でや

らせていただきますので宜しくお願いいたしま

す。 

次に 8月 29日の暑気払い移動例会の件、

間室会員のサニベルグリーンハウスをお借り

してBBQ例会を行います。会費は 2,000円で

す。まだ参加の返事を頂いてない方もおりま

す。準備の都合がありますので、宜しくお願い

いたします。宮城出席委員長の出席表による

と、参加者は 14 名になっていますが、再度確

認をさせて頂きます。参加者は津田会員 3 名、

宮城会員 2名、小畑会員、寺澤会長、井田会

員、馬場会員、間室会員、松本幹事、井上会

員、石井会員、山川会員、小林玲子会員、田

邊会員、私加藤です。ご案内してありますが、

飲み物は各自持参して下さい。 

最後に親睦旅行の案内です。水曜クラブ

恒例の日本の祭りシリーズの親睦旅行が 9 月

14 日から 16 日の二泊三日で決定しておりま

す。現在 21名の参加が決定しております。参

加者は津田会員ご夫妻、小林忠司会員夫人、

宮城会員ご夫妻、小畑会員、寺澤会長ご夫

妻、井田会員、馬場会員ご夫妻、間室会員、

松本幹事、加藤直前会長、井上会員夫人、

石井会員、長谷川会員のご子息の清さん、仁

見会員、小林玲子会員、私加藤が夫婦で参

加します。参加の方は、9月 5日に会費ひとり

95,000 円集めさせていただきます。宜しくお

願いいたします。 
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外来卓話            
大宮シティ RC 宮下守夫 様 

増強維持につい

ては、第 1 に、ロー

タリーに参加してい

る意義がはっきりし

ていることではない

しょうか。私は、5 年

前、大病で入院退院そして現在無事経過して

おりますが、なんといってもクラブの先生に、

診察適切な処置をして頂いたのが、今回のポ

イントでした。 

第 2に昨年東北大震災に当たり、理事会で

直接そして若者を対象にというテーマで、現

地、南三陸町支援が決定、佐沼ロータリーク

ラブが全ての情報のキィーになり、佐藤町長さ

んを紹介して頂き、支援金・物資を届ける事

が出来ました。支援に当たり、たくさんの方々

の協力を得たのですが、協力者の中から、新

会員が生まれました。RC クラブ参加意義と奉

仕活動との両輪が増強維持に必ずなると考え

ます。 

大宮シティ RC 沖田定男 様 

 

 

 

 

出席報告        宮城 仁 委員長 

 

スマイル報告      小畑正勝 副 SAA 

 

 本日 修正 

 8月 22日 8月 8日 8月 1日 

 971回 970回 969回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 29 30 30 

出 席 数 17 15 21 

欠 席 数 12 15 9 

例会出席率 58.62% 50.00% 70.00% 

Ｍ Ｕ 数 3 4 ２ 

合計出席数 20 19 23 

出 席 率 68.97% 63.33% 76.66% 
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編集後記 

高倉健さん主演の「あなたへ」が公開されま

した。6年ぶりの主演映画だそうです。81歳だ

そうですがカッコ良すぎます。是非見に行きた

いと思っています。今回が 3 回目の編集です

が時間ばかりかかって思うように出来ません。 

不器用ですから。             （K．T） 

 

 

 

 

 

 

お客さまスマイル 

宮下守夫様…お世話になります。鴻巣は私の故郷です。帰

りに実家に顔を出したいと思います。今日は宜しく

お願いします。 

沖田定男様…お久しぶりです。本日はお世話になります。 

個人スマイル  

寺西修身会員…今回新会員として登録させて頂きました寺

西です。諸先輩の後について活動していきます。宜

しくお願いします。 

スマイル 1  高野剛会員のご冥福をお祈り申し上げます。 

津田健三会員・小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正勝会

員・井田喜代志会員・加藤文男会員・小林玲子会員・宮坂

良介会員 

スマイル 2  寺西修身様入会おめでとうございます。 

小畑正勝会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会員・馬場知行会

員・山口光男会員・間室照雄会員・仁見惠美子会員・田邊

聖会員 

前回までの合計 117,780円 

本 日 の合 計 24,000円 

次回繰越金合計 141,780円 

第 972回移動例会  バーベキュー 

PM６：30～  さにべる 
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今後の活動予定 

 

 

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 


