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お客さま紹介       寺澤銀三 会長 

本日のお客様は RI2770

地区ガバナーの田中徳尚

様、RI2770地区第 5グルー

プガバナー補佐の福士満

様、補佐幹事の堀口好治様、

本間良雄様です。ようこそ、鴻巣水曜ロータリ

ークラブへ。 

会長挨拶          寺澤銀三 会長 

 みなさまこんにちは。本日

は RI2770 地区ガバナーで

あられます田中徳尚様をお

招きしてのガバナー公式訪

問例会です。我々クラブメン

バー一同緊張して今か今か

とお待ちしていました。本日はご多忙のところ

お越しいただきまして誠にありがとうございます。

ご指導の程宜しくお願い致します。 

さて、ペッツから半年あまり、今日まで各委

員会のご指導を受け、さまざまな事を勉強させ

ていただきました。はじめの頃は関心も薄く、

他人ごとのようでしたが、パストガバナーやガ

バナー、そして各委員会の方々、多くの先輩

方のロータリー活動への熱意にふれるにつけ、

私の気持ちは大きく変わりました。志を高く持

ち、ロータリーを発展させ、社会に奉仕してい

かねばならないと決意した次第です。 

幹事報告          松本安永 幹事 

 みなさまこんにちは。 

 本日は田中徳尚ガバナー

をお招きしてのガバナー公

式訪問例会です。最後まで

宜しくお願い致します。幹事

報告をいたします。①10 月

11 日（木）先週の移動例会の席でも報告いた

しましたが、佐々木倉造様の入会が決定いた

しました。この後、入会式を執り行います。②

10 月 12 日（金） クラブ研修リーダーセミナー

開催 出席予定者の加藤文男会員欠席のた

め、寺澤会長代理出席。③10 月 15 日（月） 

地区大会記念チャリティゴルフ大会開催。出

席者：津田会員、宮城会員、寺澤会長、松本

幹事 （4 名）。地区より成績表が届きましたの

で参加の皆様にお配りいたします。④10 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  出席者：

井田会員。⑤10 月 18 日（木） 第 5G 会長幹

事会、桶川RC担当で開催。⑥10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。⑦10 月 21 日

（日） RLI パートⅡ開催、出席者：小林玲子会

員、松本幹事。⑧10 月 23 日（火） 地区より

RYLA 開催案内が届きました。一般用募集案

内を皆様にお配りいたしましたので、お申込み

お待ちいたします。RYLA 委員会としては

60,000 円の予算を持っています。⑨10 月 25

日（木） 市民ゴルフ大会 参加予定者：12 名 

木曜ゴルフ会に充当。⑩10 月 26 日（金） 理

事会前の準備会開催。⑪11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。⑫12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）。以上 

 

新会員ロータリーバッジ授与式 

（ご入会おめでとうございます） 

佐々木倉造 会員     寺西修身 会員 
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田中年度限定紹介者バッジが、ガバナーより

贈呈されました。 

 

 

 

委員会報告  

新世代部門         間室照雄 部門長 

 地区新世代部門から要請

のあったチャリティーの品に

ついて、本日私の車に積み

ますのでよろしくお願いいた

します。 

 

ふるさとの杜委員会    間室照雄 委員長 

来る10月28日、クリーン鴻巣市民運動に合

わせ、除草作業を 9時から行いますのでよろし

くお願いいたします。 

特別委員会（ふれあい鴻巣ウオーキング）  

井上脩士 委員長 

 10 月 18 日（水）第 1 回総

務部会を開催しました。第

20 回ふれあい鴻巣ウォーキ

ングの組織図を作成しまし

た。11月 8日（木）第 1回実

行委員会が開かれます。 

卓話 

RI2770地区ガバナー      田中徳尚 様 

サンディエゴで迎えて下

さった RI 会長の田中作次さ

んの言葉で印象的だったの

は、低い目標を立てて達成

するより、高い目標を立てて、

それにチャレンジすることだ

とおっしゃったことでした。 

集団就職で上京して、縁あって勤めた奥さ

まの実家の文具店を一部上場会社にまでなさ

った、挑戦の人ならではの言葉だと思います。 

「奉仕を通じて平和を」の平和は、戦争のな

い状態のことばかりではありません。人それぞ

れにとって平和を意味するものはさまざまでも、

安心して今日を、明日を過ごせる社会のことで

はないでしょうか。ロータリーにおいて奉仕とは、

片手間にすることでもたまに取り組んでみるこ

とでもありません。奉仕とは生き方そのもので

す。 

事務総長が掲げる 5 つの重点項目は、１．

ポリオの撲滅インドでは一日に 1億 4千万人の

子供にワクチンを投与しました。昨年は一例も

発症がなく、ポリオの常在国は 3 カ国のみとな

り、撲滅までもう少しです。２．未来の夢当地区

はパイロット地区として、3 年がかりで新補助金

制度に取り組んできました。地区補助金につ

いては、本年度は全リクエストにお応えしまし

た。３．ロータリークラブセントラルロータリーが

持っている世界規模のネットワークを、インター

ネットを活用して、有機的効果的なものとする

ツールを整備します。地区ではその一環として、

今年はボケーショナルガイドの作成をしていま

す。ご協力をお願いします。地区のホームペ

ージを見て活用して下さい。そこからリンクで

飛べる RI のページも見て下さい。日本語で書

いてあります。４．会員増強は永遠のテーマで

す。1 割の増強では、自然減でいってこいにな

ってしまいます。2 割は増強しないと増強にな

りません。急激に一気に増えると減少傾向は

止まりますよ。来年は頑張ろうでなく、今からが

んばりましょう。高い目標を持って、それを目指

しましょう。５．人道的支援と開発に世界有数

の団体の一つであると位置付ける。またその認

知度を高める。「ロータリーで素晴らしい出会

いを」を地区テーマとしました。 

ロータリー･クラブは 1905年に 4名の青年の

出会いから始まりました。人と人が出会うことに

寺西修身会員紹介者 

山口光男 会員 

佐々木倉造会員紹介者 

井上脩士 会員 
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よって様々な価値が生まれ理解が深まり、良

い事が起きて来るのです。全ての活動を通じ

て多くの人が出会い、そしてそれは新しい喜

びをもたらすことでしょう。田中作次 RI 会長は、

ロータリーをよく知ることが会員の参加意欲を

高め、クラブの活性化に繋がるとお話されてい

ました。ロータリーを理解し楽しさを自覚出来

れば、奉仕活動にも熱心になり充実したロータ

リーライフを送ることができるでしょう。Discover

という言葉には、知らなかったロータリーの魅

力を発見していこうという思いも込めておりま

す。 

地区は各クラブさんを支援することが主な目

的です。各種セミナーを今年は皆さんが参加

し易いように、また参加しがいがあるようにしま

した。地区の表彰は私がするのですが、地区

表彰ばかりでなく、折角ですから RI 会長賞を

目指して、リスボンで田中作次さんから会長賞

をもらって下さい。ロータリークラブカードを持

ちましょう。日々の自然なお買い物で貴重な寄

付が出来る唯一のカードです。一般カードなら

年会費は無料です。 

リスボンで田中作次会長が待っています。

早めにご調整の上、ぜひリスボンの世界大会

に参加しましょう。ご清聴ありがとうございまし

た。 

出席報告         宮城 仁 委員長 

 

 

 

 

スマイル報告       山口光男 副 SAA 

 

 

前回までの合計 210,955 円
本 日 の 合 計 23,000 円
次回繰越金合計 233,955 円  

 

 本日 修正 

 10月 24日 10月 17日 10月 10日 

 980回 979回 978回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 30 29 29 

出 席 数 22 29 17 

欠 席 数 8 0 12 

例会出席率 73% 100% 58.62% 

Ｍ Ｕ 数 5 0 4 

合計出席数 27 29 21 

出 席 率 90.1％ 100％ 72.41％ 

お客様スマイル  

本間良雄様…本日の歓迎感謝いたします。 

堀口好治様…本日田中ガバナー公式訪問です。宜しく

お願いたします。 

個人スマイル  

寺西修身会員…奉仕の精神を持って活動します。 

佐々木倉造会員…本日入会しました。宜しくお願い致し

ます。 

間室照雄会員…ぎんなんご賞味下さい。 

宮城 仁会員…米山奨学金達成致しました。皆様に感

謝申し上げます。 

スマイル 1  田中徳尚ガバナーようこそ！ 

久保田有一会員・津田健三会員・小林忠司会員・小畑

正勝会員・加藤 勉会員・井田喜代志会員・馬場知行

会 員・加藤文男会員・井上脩士会員・小林玲子会員・

宮坂良介会員・小林 功会員・田邊 聖会員 

スマイル 2  秋の味覚ぎんなんをお食べ下さい。 

久保田有一会員・津田健三会員・小畑正勝会員・山口

光男会員 
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クラブ協議会 

管理運営部門   山口光男 部門長 

 会員家族の絆を高めるために、

例会のプログラムをより楽しめる

工夫と、親睦を図れるよう計画い

たします。 

中・長期計画委員会  山口光男 委員長 

10 年 20 年先を見据え、地域に根ざしたロー

タリー活動をめざすことを基本理念において活

動したいと思います。 

プログラム委員会  小畑正勝 委員長 

ロータリアンの使命をバランス

よく実践するための知識・熱意が

得られるプログラムを作ります。 

出席委員会   宮城 仁 委員長 

月末までに翌月の出欠席につ

いての確認をとって出席を促し、

弁当のロスを最小限にしていま

す。 

 

親睦・家族委員会  加藤 勉 委員長 

全国の祭りをテーマに親睦旅

行を企画しています。月一度の

木曜ゴルフ会を結成しました。 

クラブ会報委員会  井上脩士 委員長 

 クラブ会報はメンバーによる手

作りをしています。翌例会日に

発行することを目標に作業して

います。 

ガバナー指導        田中徳尚ガバナー 

 

 

 

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行

って参ります。 
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ロータリー情報・広報・雑誌・ＩＴ委員会 

    加藤文男 委員長 

ロータリー活動情報を一般社会はもとより他ク

ラブへの広報、会員への広報を重点に行いま

す。 

会員増強委員会  小畑正勝 委員長 

会員増強こそがクラブ活性化へつながると考

え、メンバー一人ひとりが、一人は増強するよう

に心がけて行動しています。 

職業分類・会員選考委員会 

小林忠司 副委員長 

鴻巣の産業にあった職業分

類の見直しを行い、会員として

問題ないかを協議して参りま

す。 

ガバナー指導 

奉仕プロジェクト部門  石井英男 部門長 

 各奉仕部門の活動に我がクラ

ブあるいは地元や地域社会に対

して職業奉仕し又社会奉仕を進

めていき国際奉仕、各奉仕委員

会の活動に対し連携をとっていける仕組みを作

っていきます。 

職業奉仕委員会  小林玲子 委員長 

 今年度は工場見学として、群

馬県のガトーフェスタハラダへ行

って参りました。 

社会奉仕委員会  石井英男 部門長 

地域社会とのかかわりで、個人・企業・クラブ

として積極的に奉仕活動を展開します。 

国際奉仕委員会  石井英男 部門長 

グローバル補助金、新地区補助金を使用し

た國際奉仕活動を推進し、地区で進めます。 

特別委員会   井上脩士 委員長 

20 回記念大会となるふれあい鴻巣ウォーキ

ングを明年 4月２７日（土）に行います。 

ガバナー指導 

新世代部門   間室照雄 部門長 

 今年度は車椅子ボランティア

の育成を行います。また中学生、

高校生の社会体験プログラムに

参加し、市内の中学生及び高

校生を受け入れます。 

青少年交換委員会  間室照雄 委員長 

交換留学生としてふさわしい方を見つけ、次

年度以降の推薦につなげたいと考えています。

今年度の受け入れ予定はありません。 

ライラ委員会   間室照雄 部門長 

会員企業従業員、家族の中から参加者を募

集します。費用は当クラブで負担します。 

新世代育成委員会   田邊 聖 委員長 

 車椅子介助ボランティア要請

講座を開設し、市内の中学校

参加の要請をいたします。 

ロータリー財団・米山奨学部門 

    馬場知行 部門長 

 ロータリー財団・米山奨学

委員会ともに、寄付目標

100％達成をし、そのないよう

について、全会員が理解で

きるよう卓話等を実施します。 

ロータリー財団委員会  小林忠司 委員長 

財団の目的と意義を全会員に理解してもらい、

多くの人が財団プログラムに参加できるように努

力して参ります。 

米山奨学委員会  宮城 仁 委員長 

今年度の目標を達成することができました。

みなさまのご協力に感謝します。 
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ガバナー指導及び補佐総評 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

映画「のぼうの城」を観ました。行田の忍城が

舞台で史実にもとづいた映画です。坂東武者と

石田三成率いる豊臣軍との合戦シーンはみご

たえ十分です。これ以上は書けませんが、興味

のある方は是非。★★★★☆です。   （K.T） 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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（水） 

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  


