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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 

 

国歌斉唱 

ロータリーソング斉唱      （奉仕の理想） 

 

 

ロータリーの綱領・四つのテスト唱和    

小林忠司 会員 

 
 

例会プログラム 

司会 井上脩士会員  

点鐘 

国歌斉唱 君が代 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

ロータリーの綱領・四つのテスト唱和 小林忠司会員 

お客さま紹介 寺澤銀三会長 

鴻巣北本青年会議所 理事長 手島 悟氏 

専務理事 本田邦光氏 

キャラバンメッセージ   

埼玉県警察警部 鴻巣警察署 生活安全課  

 課長 山形真紀様 

会員誕生祝い 佐々木倉造会員 

奥様誕生祝い 久保田敏子様 

ご結婚祝い      石井英男会員 小林 功会員 

乾杯 馬場知行会員 

会長挨拶 寺澤銀三会長 

幹事報告 松本安永幹事 

委員会報告 ロータリー情報委員会 加藤文男委員長 

卓話 山形真紀様 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 山口光男副 SAA 

点鐘 
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お客さま紹介        寺澤銀三 会長 

鴻巣北本青年会議所理事長  手島 悟 様 

同上        専務理事 本田邦光 様 

11月 22日開催の

マニフェスト検証大

会についての説明と

参加の呼び掛けが

あった。 

会長挨拶            寺澤銀三 会長 

 おはようございます。本日

は警察の方からいろいろとご

指導いただけるということで

宜しくお願いします。恥ずか

しい話なのですが、玄関のと

ころで、転びまして、こんな有

様です。しばらく失神してしまった様で、顔から

血を流してしまい、まことに情けなく思いました。

皆さんも充分健康には注意してください。 

警察の山形様本日の卓話よろしくお願いい

たします 

幹事報告          松本安永 幹事 

 本日、理事会

が開催されまし

た。その内容を

幹事報告とさせ

ていただきま

す。 

報告事項 

① 2012年 11月のロータリーレートは、1 ドル

＝80円 

② 10 月 12 日（金） クラブ研修リーダーセミ

ナー開催 出席差：寺澤会長 

③ 10月 15日（月） 地区大会記念チャリティ

ゴルフ大会開催 

 出席者：津田会員、宮城会員、寺澤会長、

松本幹事 （4名） 

④ 10月 13日（土） 第 27回ふれあい広場へ

の参加協力 

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 参加者：井田社会奉仕委員 

⑥ 10月 18日（木） 第 5G会長幹事会、桶川

RC担当で開催。 

⑦ 10月 21日（日） RLIパートⅡ開催、出席

者：小林玲子会員、松本幹事 

⑧ 10月28日（日） クリーン鴻巣市民運動へ

の参加 

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 出席者：寺澤会

長、松本幹事、津田パストガバナー、小畑パ

ストガバナー補佐、井田地区委員の 5名 

⑩ 12月 1日（土）入会 3年未満・新会員の集

い開催。出席者 1名につき 6,000円の登録

料 出席者未定（締め切り 11月 15日） 

⑪ 1月 26日（土） 第 2770地区職業奉仕セ

ミナー開催 1 クラブ 2,000円の負担金 

⑫ 3月 22日（金）～24日（日） RYLA研修

セミナー 

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、一部修正で

承認 

11月・12月・1月プログラムについて 

② 管理運営部門・親睦・家族委員会 

ｱ. 木曜会ゴルフコンペについて  

次回 11月 22日（木）場所：吉見ゴルフ場 

次々回 12月 19日（水）場所：鴻巣 CC 

ｲ. クリスマス例会について 

 会費、招待客、アトラクション、看板、バス

の手配等、未定のため打ち合わせの上通

知する。 

③ クラブ活性化部門・会員増強委員会 

ｱ. 11月12日（月）新会員歓迎会について：

会費 4,000 円、招待の新会員の会費分は

会員増強委員会より支出することで承認。 

④ 奉仕プロジェクト部門・職業奉仕委員会 

ｱ. 10月 17日（水）職場訪問例会決算報告



3 / 8 

 

 
 

について：決算報告書資料あり、承認。 

ｲ. 11月21日（水）座禅例会について：食事

手配、DVD 上映準備等、馬場会員が担

当。 

⑤ 奉仕プロジェクト部門・社会奉仕委員会 

ｱ. 11月28日（水）献血例会について：例年

通り、献血協力者に卵のお土産。スマイル

より支出を承認。 

⑥ 奉仕プロジェクト部門・特別委員会 

第 20 回ふれあい鴻巣ウォーキングについて：

資料に基づき組織表を承認。 

⑦ 新世代部門 間室部門長欠席 

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：進展なし、

例会時の委員会報告。 

ｲ. 新世代部門チャリティーバザー物品提

供について：例会時の委員会報告。 

⑧ ロータリー財団・米山記念奨学部門 年次

キフキン進捗状況について：財団は下半期

の会費が納入された時点で 100％に達成さ

せる。米山記念奨学寄付は年内に 100％に

達成させる。 

⑨ 12 月 6 日（木）開催の商工会主催、優良

従業員表彰への協賛について：今年度は鴻

巣 RC 担当。70 名前後の表彰者に対し 400

円程度の記念品を用意し2クラブで折半とす

る。昨年までは職業奉仕委員会より支出して

いたが、今年度はスマイルより支出を承認。 

⑩ 青少年のためのボーイスカウト運動への

支援について：協賛しないことで承認 

⑪ 「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：第 5 グループから上尾

RCが創立 50周年に絡ませて協力するという

ことで、当クラブはやらないことで承認 

⑫ 第 4420 地区ブラジル・サンパウロ・アエロ

ポルト RC よりのプロジェクト支援要請につい

て：地区および地区内他クラブの取り組みの

様子を調べてみる。保留 

 

⑬ 鴻巣びっくりひな祭り 2013 後援依頼につ

いて：承諾することを承認。 

⑭ 次年度役員選出について：石井会長エレ

クトより資料に基づき説明、承認。 

⑮ 会計報告：9 月 30 日締めの資料にて報

告。 

⑯ 2012～2013 年度会長賞について進捗状

況：報告なし 

 

次回理事会予定 

2012年 12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 

奥様誕生祝い        小林 功 会員 

 

今月で結婚 26年になります。26年前に群馬

県草津温泉で新婚生活をスタートしました。当

時の給料はいろいろ差し引かれ約10万円で、2

人の生活をするのに不安がありましたが、楽し

い新婚生活でした。妻の助けによって、今年 26

年を迎えられ、妻には感謝しています。これから

も健康に注意して、夫婦で楽しい人生を送りた

いと思います。 

ご結婚祝い         石井英男 会員 

 

皆さんこんにちは。結婚祝い月、素晴らしい

花を頂きましてありがとうございます。今年で結
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婚して 21年になります。 

社会に出たら、元気よく奉仕をし、家に帰っ

たら家庭に奉仕をし、豊かにしていきます。有

難う御座いました。 

乾杯               馬場知行 会員 

 

卓話             埼玉県警察警部 

鴻巣警察署 生活安全課 課長 山形真紀様 

皆様こんにちは、川口警

察署から移動してきました。

今まで県南地域が活動の拠

点でしたので、鴻巣地区の

ことはよくわかりません、今一

生懸命地域のことを勉強し

ています。県警本部にいた時には、繁華街の

安全についてやっていました。 

街づくりは警察の力は微々たるものです。市

民の方と、また、皆さんのようなロータリークラブ

や色々な団体が助け合って、街づくりができる

ものと思います。 

最近の事犯について、その傾向を分析して

いますが、ご存じのように振り込め詐欺が大変

多くなっております。 

鴻巣地区においても、徐々に犯罪が増えてい

る傾向にあります。今後とも皆様方のご協力を

いただきながら、安心安全

な街づくりを目指しますの

で、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

ポインセチアのおみやげを差し上げる 

出席報告   

  宮城 仁 委員長 

 

 

スマイル報告   

  山口光男 副 SAA 

 

 

 

個人スマイル  

小林忠司会員…法人会活動で、関東信越国税局長賞を受

賞いたしました。皆様のご協力のおかげです。ありが

とうございました。 

スマイル 1  11月 17～18日、皆様の出席をお願いいたしま

す。 

津田健三会員・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・蓮江郁夫会員・井上脩士会員・田邊 

聖会員・寺西修身会員 

スマイル 2  山形真紀様本日の卓話宜しくお願いいたしま

す。 

宮城 仁会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会員・

間室照雄会員・松本安永会員・加藤文男会員・石井英夫会

員・長谷川信子会員・小林玲子会員・小林 功会員 

前回までの合計 233,955 円
本 日 の 合 計 21,000 円
次回繰越金合計 254,955 円  

 本日 修正 

 11月 7日 10月 24日 10月 17日 

 981回 980回 979回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 30 30 29 

出 席 数 20 22 29 

欠 席 数 10 8 0 

例会出席率 66.00% 73% 100% 

Ｍ Ｕ 数 2 5 0 

合計出席数 22 27 29 

出 席 率 73% 90.1％ 100％ 
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ポールハリスフェロー授与 長谷川信子会員 

 

編集後記 

今月は移動例会が続いて、1 回だけの例会

になった。その間、座禅・地区大会や献血、木

曜会ゴルフなどあったが、集まる人はいつものメ

ンバーである。ロータリーは集まることに価値が

あり、情報交換もできる。移動例会などに積極

的に参加しよう。                ｔ・ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 983回 座禅例会 

宝持寺にて 

11月 21日(水) 

午後 6時より 
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第 984回 献血例会 
鴻巣市総合福祉センター 

11月 28日(水) 

10時～11時 45分・13時～15時 30分 
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第 3木曜会 親睦ゴルフ  吉見ゴルフ場 

 

カメラの電池切れで１枚だけの写真です。 

 

 

 

 

新入会員歓迎会 

和風レストラン ときにて 
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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  

12月 5日

（水） 

第 985回通常例会 

会員誕生祝い・配偶者誕生祝い 

結婚月祝い 

卓話 中屋敷慎一県会議員 

12月 12日

（水） 

第 986回通常例会 

偲ぶ会 花チャリティ 

12月１９日

（水） 

第 987回移動例会 

年次総会 クリスマス例会 

12月 26日 

  （水） 
振替休会 

12月 31日 

（水） 

第 988回移動例会 

大晦日 初詣 

1月 9日 

（水） 

第 989回通常例会 

会員誕生月祝い 配偶者誕生

月祝い 結婚月祝い  

会員卓話 

月信・友紹介 

1月 16日 

（水） 

第 990回通常例会 

1月 23日 

（水） 

第 991回通常例会 

 

1月 30日 

（水） 

第 992回通常例会 


