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お客様紹介        寺澤銀三 会長 

 

会員誕生祝い      小林 功 会員 

 10月 30日生まれのさそり座

です。今年で５１歳になります。

今まで大きな病気もせずに来

ました。これからも、健康に十

分注意して仕事や遊びに頑

張りたいと思います。ありがとうございました。 

奥様誕生祝い     大澤二三夫 会員 

妻も 16 日で 56 歳になりま

す。3 年前卵巣癌の手術をし

て、先月腫瘍マーカーで異

常なく経過しています。今後

とも宜しくお願いたします。 

ご結婚祝い       寺澤銀三 会長 

 

（おめでとうございます） 

乾杯            山口光男 会員 

 

（おめでとうございます。乾杯！） 

会長挨拶          寺澤銀三 会長 

皆さまこんにちは。本日

は月初めの例会で、盛り

だくさんですので、手短

に話をさせていただきま

す。三年前のイタリア旅行での話です。イタリ

アの歴史文化は奥深く、私にはわかりづらい

ものですが、道路が狭く車が多いところは日

本に似ています。街を歩いていると、サイレン

の音が頻繁に聞こえました。消防車のサイレ

ンは日本語で「ドーケ、ドーケ」と言っているよ

うに聞こえ、救急車は「キューキュウ」と言って

走り去っていきました。今回の旅は、津田ご

夫妻とご一緒で大変お世話になりました。あ

りがとうございました。 

 

幹事報告         松本安永 幹事 

本日、理事会が開催

されましたので、内容を

幹事報告とさせていただ

きます。 

1. 報告事項 

① 2012 年 10 月のロータリーレートは、1 ド

ル＝80円 

② 9月 8日（土） 地区奉仕プロジェクト部門

セミナー開催 

 出席者：寺澤会長、石井会長エレクト、

小林玲子職業奉仕委員長 

③ 9 月 12 日（水） 第 5 回第 5G 会長幹事

会開催 出席者：寺澤会長・松本幹事 

④ 9月 15日（土） RLIパートⅠ開催 出席

者：なし 

⑤ 9月 19日（水） 奉仕部門会議開催 

9 月 19 日（水） クラブ活性化部門会議

開催 

⑥ 9月 19日（水） ふれあい鴻巣ウォーキン

グ代表者会議開催 

⑦ 9月 20日（木） クラブのホームページが

更新されました。 
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⑧ 9月 26日（水） 木曜会ゴルフ開催 

⑨ 9月 29日（土） 青少年交換派遣学生帰

国報告会 出席者：寺澤会長 

⑩ 10 月 9 日（火） ロータリー財団・米山記

念奨学部門会議開催 

⑪ 10月 12日（金） クラブ研修リーダーセミ

ナー開催 

⑫ 10 月 15 日（月） 地区大会記念チャリテ

ィゴルフ大会開催 

 出席予定者：津田会員、宮城会員、寺

澤会長、松本幹事 （4名） 

⑬ 10月 15日（月） 

 鴻巣市青少年健全育成市民会議第 2

回運営委員会兼臨時総会開催 

⑭ 11 月 3 日（土） 鴻巣ロータリークラブ創

立 45周年記念式典・祝賀会開催 

2. 審議事項 

① 管理運営部門・プログラム委員会 小畑

委員長より資料に基づき説明 

10 月・11 月・12 月プログラムについて 10

月プログラム、承認。11 月、12 月に関して

は本日修正をし、案のままで、次回理事会

で承認。 

② 管理運営部門・親睦・家族委員会 加藤

委員長より説明 

ｱ. 9 月 29 日（土） こうのす花火大会につ

いて 20名から会費を頂きました。 

ｲ. 木曜会ゴルフコンペについて 次回 10

月 25 日（木）市民ゴルフ大会を当てる。

次々回11月22日（木）場所 吉見ゴルフ

場予約済み 

ｳ. 9 月 14 日～16 日親睦旅行決算報告、

承認 

③ クラブ活性化部門・会員増強委員会 

入会申し込みについて 推薦者の井上会

員より説明、承認。規定に基づき手続きを

進める。 

④ クラブ活性化部門・職業分類、会員選考

委員会 

委員長後任について 委員長の高野会員

の死亡により、副委員長の小林忠司会員

が委員長に選任、承認。会長より改めて要

請する。 

⑤ 奉仕プロジェクト部門・職業奉仕委員会 

小林委員長より資料に基づき説明、承認。 

ｱ. 10月 17日（水）職場訪問例会について 

会費 1,000円とする。 

ｲ. 11 月 21 日（水）座禅例会について 食

事の時、地区より借り受ける「てんびんの

詩」DVD のダイジェスト版（50 分程度）を

上映する。 

⑥ 奉仕プロジェクト部門・社会奉仕委員会 

委員長欠席のため幹事より資料に基づき

説明 

ｱ. 10 月 13 日（土）第 27 回ふれあい広場

への参加協力について 

風船アーチ作成の協力をする。会員に

参加協力文書（資料）を回し参加要請を

する、承認。 

ｲ. 10 月 28 日（日）クリーン鴻巣市民運動

への参加について 

鴻巣市環境衛生連合会よりの依頼文書

を資料とし、説明。会長、幹事が市役所

での開会式に出席。会員は上谷総合公

園に集合、作業にあたる。承認 

ｳ. 11月 28日（水）献血例会について 

埼玉県赤十字センターよりの依頼文書を

資料とする。要請人数は 60 名、来場記

念品等詳細は 11月理事会で決定する。 

⑦ 奉仕プロジェクト部門・特別委員会 井

上委員長より資料に基づき説明 

ｱ. 第20回ふれあい鴻巣ウォーキングにつ

いて  開催日程は平成 25年 4月 27日

（土）とし今後何年かは 4 月最終土曜日

で固定したい。次回実行委員会は、11

月 8日（木） 

⑧ 新世代部門  間室部門長より説明 

ｱ. 地区補助金事業（車椅子介助ボランテ

ィア養成講座）進捗状況について 

ｲ. 新世代部門チャリティーバザー物品提
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供について 

今月24日のガバナー公式訪問の日を当

クラブとしての締め切りとして、会員に案

内を回す。 

⑨ ロータリー財団・米山記念奨学部門 年

次寄付金計画案について 

10 月 9 日（火）部門会議を開催、そこで実

施計画を決める。 

⑩ ガバナー公式訪問について 資料に基

づき幹事より説明 

開催案内およびタイムスケジュール（資料）

を全会員に配布し、全員出席を促す。 

⑪ RLI パートⅡ参加者について（10 月 11

日申込み締め切り） 

該当者に会長より依頼する。 

⑫ 次年度、地区役員推薦について（10 月

25日締め切り） 

寺澤会長、松本幹事を推薦 

⑬ 青少年のためのボーイスカウト運動への

支援について 

時間切れのため次回に継続審議 

⑭ 「アフリカ保育器イニシアチブ」事業への

協力依頼について 

時間切れのため次回に継続審議 

⑮ 会計報告 資料に基づき説明 

以上 

卓話   群馬銀行法人部 大野政宏 様 

平成 24 年 7

月より全量買

取り制度もス

タートし、太

陽光発電事

業を検討さ

れるお客様も

大変多くなっています本日は全量買取り制

度を中心とした太陽光発電事業についてご

説明させていただきます。 

まずは、太陽光発電システムの特徴からご

説明いたします。 

（1） CO2の排出がゼロ 

（2） 長寿命である（法定耐用年数 17年、経

済耐用年数 20年以上） 

（3） 通常メンテナンスがいらない（雨で汚れ

も落ちる、10 年経過時に周辺機器の修

理・更新程度は必要） 

続いては太陽光発電導入のメリットについ

てご説明いたします。 

（1） CO2削減で地球環境に貢献 

（2） パネルによる遮熱効果で使用電力量の

削減 

（3） 事業用として電力全量買い取り制度を

利用した場合の売電収入（10KW 以上：平

成 25年 3月 31日までに電力会社と契約

締結が条件） 

買い取り単価 42 円 KWｈ買取り期間 20

年固定。現在、電力会社から家庭で買う場

合は約 23 円 KWｈ、工場は約 17 円 KWｈ

くらいで電力会社から購入しているので約

2倍の価格で買い取ってもらえます。 

（4） グリーン投資減税の変更により、事業

用認定設備は取得価格の 100％を初年度

償却可能（平成 25 年 3 月 31 日までの設

備完了、1年以内の事業開始の場合） 

太陽光発電システムの設置費用について

ご説明いたします。お配りしたオリックス㈱の

投資回収シミュレーションを参考にお話しま

す。 

太陽光発電システム 設置容量 200.04KW 

太陽光発電システム価格 69百万円、売電収

入約 8百万円（年間）＊200KW分のソーラー

パネルの設置面積は約 3,000 平米です。太

陽光発電の投資回収期間ですが、屋根に置

くタイプで一般的に8年から10年以内が多い

です。初期投資金額は大きいですが、投資

回収期間が不動産投資等と比較しても短い

ため、太陽光発電を導入される企業が増えて

いるのです。短い時間で話がまとまりません

が、太陽光発電ビジネスは大変盛り上がって

きております。群馬銀行では太陽光発電事
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業について｢ご相談｣、｢提携先企業のご紹

介｣をお手伝いいたします。太陽光発電事業

についてご興味やご不明な点がございました

ら、いつでもご相談下さい。 

委員会報告  

親睦・家族委員会     加藤 勉 委員長 

１． 9 月 29 日

に開催され

ました鴻巣

花 火 大 会

（移動例会）

には、会員

及び家族の皆様約 20 名、子供さん約 10

名の参加を頂きました。会員よりひとり千

円合計 2 万円集金させて頂き、例会食事

費より 1 万円、合計 3 万円をレストランとき

さんへ払いました。 

２． 第 3木曜会ゴルフコンペの案内 

10 月の木曜会ゴルフコンペは鴻巣市民ゴ

ルフ参加のため中止します。11月は 22日

（木）に吉見ゴルフ場 3 組予約済みです。

参加をお願いたします。 

３． 9月 14日から 16日の親睦旅行の決算書

が出来ました。決算書をご参照して下さ

い。 

職業奉仕委員会   小林玲子 委員長 

 10 月 17 日の

移動例会につい

て変更は、参加

費未定でしたが

千円になりまし

た。バスは、レス

トランときさんで、三日前までに宴会が入らな

ければ出していただけます。現在 16 名の参

加予定です。今日又ファックスいたしますの

で、皆さま参加を宜しくお願い致します。 

特別委員会（ふれあい鴻巣ウォーキング） 

井上脩士 委員長 

 第 20 回ふれあ

い鴻巣ウォーキ

ング代表者会議

を平成 24年 9月

19 日（水）“とき”

で開催しました。

以下のように決めました。 

1. 開催日時 

・平成 24年 4月 27(土)   

鴻巣陸上競技場スタート・ゴール 

2. 実行委員会タイムスケジュール 

   ・第一回実行委員会   

11月 8日（木）PM7時～ 福祉センター 

・第二回実行委員会  

1月 16日（水）PM6：30～ 福祉センター 

新世代部門       間室照雄 部門長 

車いす介助ボランティア養成講座について 

市内 3校の中学校を対象

に各校 20 名程度の募集を

行い、車いす介助の講習会

を開催します。すでに地区

から補助金の許可が出てお

ります。具体的な日程は,市教育委員会、市

内中学校と打ち合わせを行い決めていきま

す。 

① チャリティーバザーについて 

 地区新世代部門では、ライラの参加者と

ローターアクトの高校生を対象に、東北地

区の被災地へボランティアに行こうとしてお

ります、そのための費用を、チャリティーバ

ザーの収益で賄いたいと考え、協力要請

が来ています。 

 10 月 24 日を締め切りにして、バザー用

品を集めたいと思います。会員の皆さまか

ら売れそうなものを寄付いただきたいと思

います。 

② ふるさとの杜実行委員会からのお知らせ 

 ふるさとの杜は現在草が生い茂っており
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ますが、10 月 28 日のクリーン鴻巣の日に

草取りを行いますので大勢の参加をお願

いいたします。 

 9 時から作業を行います。よろしくお願い

いたします。 

出席報告  

仁見恵美子 副委員長 

 

 

 

スマイル報告  

 山口光男 副 SAA 

 

前回までの合計 177,780 円
本 日 の 合 計 15,175 円
次回繰越金合計 192,955 円  

 

編集後記 

娘が二十歳の誕生日を迎えました。来春

には就職します。月日が経つのは早いと実

感しています。入会して一年が過ぎました。

更なるご指導お願い致します。    （K.T） 

 

 

今後の活動予定 

 

 

 本日 修正 

 10月 3日 9月 19日 9月 5日 

 977回 975回 973回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 29 29 29 

出 席 数 16 18 17 

欠 席 数 13 11 12 

例会出席率 55.17% 62.07% 58.62% 

Ｍ Ｕ 数 6 2 5 

合計出席数 22 20 22 

出 席 率 75.86％ 68.97％ 75.86% 

個人スマイル  

間室照雄会員…花火大会ありがとうございました。 

大澤二三夫会員…久しぶりです。鴻巣市陸上競技場管理

棟防水外壁工事及びマル武人形倉庫新築

工事受注しました。安心しました。 

スマイル 1  大野さま、佐々木さま卓話宜しくお願いします。 

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・山口光男会員・間室照雄会員・松本安永会員・

蓮江郁夫会員・井上脩士会員・仁見惠美子会員・小林玲

子会員・小林 功会員・田邊 聖会員 

 

旅行積立の利子より 175円 

 

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  

ガトーフェスタ・ハラダ本館工場 

10月 24日

（水） 

第 980回 通常例会 

ガバナー公式訪問 

10月 31日 

（水） 
休会 

11月７日

（水） 

第 981回 通常例会 

令夫人誕生月祝い・結婚月祝い 

卓話 月信・友の紹介 

11月 14日

（水） 
振替休会 

11月 17日 

・18日 

（土・日） 

第 982回 移動例会 

地区大会 

11月 21日 

（水） 

第 983回 移動例会 

夜間座禅例会 

11月 28日 

（水） 

第 984回 移動例会 

献血 

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 


