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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    寺西修身 会員 

 

 

例会プログラム 

司会 井上脩士会員 

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 寺西修身会員 

お客さま紹介 寺澤銀三会長 

RI2770地区第五グループガバナー補佐 

 福士 満様 

          補佐幹事 堀口好治様 

会長挨拶 寺澤銀三会長 

幹事報告 加藤 勉会員 

卓話 福士 満様 

クラブ協議会 

管理運営部門 小畑正勝委員長 

クラブ活性化部門 加藤文男部門長 

奉仕プロジェクト部門 石井英男部門長 

新世代部門 間室照雄部門長 

Ｒ財団・米山記念奨学部門 馬場知行部門長 

 宮城 仁委員長 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 加藤 勉副 SAA 

点鐘 

 

わ 
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鴻巣水曜ロータリークラブ 
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会長挨拶          寺澤銀三 会長 

毎年台風がやってきま

す。今年は、一部の地域

を除き被害が少なくて安堵

しています。子供のころ、

墓石が倒れることがありま

した。数年前は東北地方のリンゴが大被害を

受けた。世界の災害被害の25%は日本だと聞

いていますが、しかたがないのかなと思いま

す。 

3 日前にノーベル賞に輝いた山中教授、

正に文化高い我が国の誇りでしょう。今でも

病気で苦しんでおられる方へ一筋の光明、

お互い希望を持って生きていきましょう。 

さて、私は、時間を見ては荒川土手をスポ

ーツ自転車で 3，4時間走っておりますが、川

の土手には緑の草が生い茂っています。毎

回走るたびに思い出されます。昔学校から帰

ってくると家でかっている牛が「モウモウ」、腹

が減ったと草を催促しているのです。自分の

体位のかごを背負い、草を求めてかご一杯

につめて足早に帰り、牛に与えました。たし

か小学校 5，6年頃だと思います。こんなにた

くさん草があれば、腹いっぱい与えられたの

に！今考えると可哀そうです。こんなことを思

い出しながらボケと戦い健康にと思って走っ

ているのです。 

幹事報告         松本安永 会員 

① 10月 9日（火） ロータ

リー財団・米山記念奨

学部門会議開催、詳

細は部門長より報告。 

② 10月10日・11日 当ク

ラブ特別代表の石田敏男様（享年 86

歳）葬儀が執り行われます。詳細につい

ては幹事に問い合わせ。 

③ 10月 12日（金） クラブ研修リーダーセミ

ナー開催 出席予定者：加藤文男会員 

④ 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） 

⑤ 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  出席予定者：井田会員 

⑥ 10月 18日（木） 第 5G会長幹事会、桶

川 RC担当で開催。 

⑦ 10 月 18 日（木） ふれあい鴻巣ウォーキ

ング総務委員会開催、詳細は実行委員

会より報告 

⑧ 10 月 21 日（日） RLI パートⅡ開催、出

席者未定（締め切り 10月 11日） 

⑨ 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 

⑩ 12 月 1 日（土） 入会 3 年未満、新会員

の集い開催。出席者未定（締め切り 11

月 15日） 

挨拶 

RI2770地区第 5Gガバナー補佐 

福士 満 様 

皆様こんにちは、お世話

になっております。 

田中ガバナーが 2週間後

におじゃまします。その前の

ご挨拶とクラブ協議会の進

行について打ち合わせでまいりました。よろし

くお願いします。 
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クラブ協議会 

管理運営部門       小畑正勝 委員長 

2012～2013 年度クラブ管

理運営部門の部門長には、

山口中・長期委員長が兼任

されました。方針としては、工

夫されたプログラムを通じて、

出席を高めタイムリーな情報が行き渡る例会

運営を行い、会員家族と絆がより強く結ばれ

る親睦を計画する。 

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 

１、 教育委員会との打ち合わ

せ 

先日松本幹事と一緒に、

教育委員会に行って、打

ち合わせを行いました。新

教育長の着任が 10月 17日なので、着任

後改めてお願いに伺います。10 月 22 日

校長会が開催（第二庁舎）その時に説明

し協力を要請する。 

２、 社会福祉協議会との打ち合わせ 

指導は専門のボランティアの方、練習用

の車いすは社協から 8台借りる。 

養成講座は約 1 時間で 2 回実施、募集

は各校 24（3×8）を限度とします。 

３、 予算の修正について 

当初予算は 18万（3万×6台）⇒約 5万

×4台 計 20万 

2万円の予算の上乗せをお願いしたい。 

地区チャリティバザー協力のお願い 

2770 地区新世代部門では、ライラとロータ

ーアクトの高校生を、被災地へ派遣して、実

施することになりました。地区の予算だけで

は不足しますので、バザーを行い、その費用

を賄うことになり、地区より協力の養成がきて

おります。水曜クラブとしては、ガバナー公式

訪問の当日まで、集めたいと思います。ご都

合で、その前に寄付いただける方は、寺澤会

長のお店までお願いいたします。地区の集

積所までは、地区新世代部門・青少年交換

委員長の武渕氏が搬入していただけることに

なっています。奮ってご協力お願いいたしま

す。 

ふるさとの杜、除草作業について 

10月 28 日クリーン鴻巣の日に、朝 9時か

ら周辺のゴミ拾いを行い、続いて、ふるさとの

杜の除草作業を行います。大勢ですと 1 時

間位で終わりますので、多数の参加をお願

いいたします。(枯れた木の植え替えもしま

す) 鎌を用意してください。 

クラブ活性化部門     加藤文男 部門長 

「絆を高めふるさとの心

を」を基軸としたロータリー

活動をおこなう。クラブ及び

会員個人のロータリー活動

の情報を会員相互、クラブ外への広報を IT

などを駆使して行う。全会員で一丸となり一

人でも多くの新会員実績を残す。 

奉仕プロジェクト部門   石井英男 部門長 

部門方針としては、奉仕

プロジェクト委員会を年2回

開催します。 

職業奉仕では今回、小

林玲子委員長のもと、群馬県ガトーフェスタ・

ハラダ工場見学を 10 月 17 日 第 979 回例

会職場訪問します。 

社会奉仕では、ふれあい広場にて市社会

福祉協議会より協力の要請があり、風船アー

チの作成をします。また市総合福祉センター

にて年 2回の献血例会の実施、クリーン鴻巣

市民運動に参加協力等。 

国際奉仕は、第 5グループとフィリピンサン

ファン西 RC の新地区補助金事業に会員一

人当たり 1,000円の支出、海外の遠征旅行な

どの参加等。特別委員会、（ふれあい鴻巣ウ

ォーキング）のプロジェクト、20 回記念大会の

実現をします。 
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ロータリー財団・米山記念奨学部門 

馬場知行 部門長 

昨日、部門委員会を出

席者 6名にて実施。 

ロータリー財団寄附につ

いては、水曜クラブの会費

から拠出金の個人別累計

から後少しで 1,000 ドルになる人を 5 名ほど

選び出して、お願いする事とし、11 月の財団

月間に合わせて納金したいと考えています。 

出席報告        宮城 仁 委員長 

 

スマイル報告      加藤 勉 副 SAA 

 

 

 

前回までの合計 192,955 円
本 日 の 合 計 18,000 円
次回繰越金合計 210,955 円  

 

編集後記 

昭和 43 年 3 月に卒業した鹿児島市立鴨

池中学校の同窓会に出席した。45 年ぶりに

会う懐かしい同級生の顔に戸惑った。どう見

ても思い出せない顔、あの時のままの顔に年

月を感じた。思い切って出席してよかった、

会いたかった恩師に会えたから。    （ＳＩ） 

 

 

 

お客さまスマイル 

福士 満様…本日は 2 週間後のガバナー公式訪問のご挨

拶にまいりました、よろしくお願い致します。 

堀口好治様…10月 24日は、田中ガバナー公式訪問例会で

す。よろしくお願い致します。 

個人スマイル  

井田喜代志会員…朝夕めっきり秋めいてまいりました。おし

ゃれの秋、食欲の秋食べ過ぎに注意しましょう。 

スマイル 1  RI2770 地区第 5 グループガバナー補佐福士満

様、補佐幹事堀口好治様ようこそ、いらっしゃいま

せ！ 

津田健三会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・加藤勉会員・

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・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・寺

西修身会員 

 本日 修正 

 10月 10日 10月 3日 9月 29日 

 978回 977回 976回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 29 29 30 

出 席 数 17 16 30 

欠 席 数 12 13 0 

例会出席率 58.62% 55.17% 100% 

Ｍ Ｕ 数 4 6 0 

合計出席数 21 22 30 

出 席 率 72.41% 75.86% 100% 

ふれあい広場 

10月 13日 AM 8：30～ 
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「レストランとき」 さんのマイクロバスの中 

 

 

 

 

スリーデイ発祥地 

 

 

第 979回移動例会 職場訪問 

10月 17日（水） 

ガトーフェスタ・ハラダ新本館工場 

 

 

 

10月 13日 AM 8：30～」 
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新本館シャトー・デュ・ボヌール 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  間室照雄 

委  員 山口光男 小林玲子 小林 功 田邊 聖 

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 

11月 7日 

（水） 

第 981回 通常例会 

会員誕生・配偶者誕生・結婚月

祝い  

11月14日 

（水） 
振替休会 

11月 17～18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 

職業奉仕 DVD 上映 

11月28日 

（水） 

第 984回 移動例会 

献血 


