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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  

大澤二三夫 会員 

 

例会プログラム 

司会 井上脩士会員  

点鐘 

国歌斉唱・ロータリーソング（我等の生業）斉唱 

ロータリーの綱領・四つのテスト唱和  

 大澤二三夫会員 

お客さま紹介 寺澤銀三会長 

会員誕生祝い 

加藤 勉会員 山口光男会員 坂口正城会員 

田邊 聖会員 

奥様誕生祝い 

井田倶子様 

ご結婚月祝い 

宮城 仁会員 加藤 勉会員 大澤二三夫会員 

乾杯 蓮江郁夫会員 

永年在籍者ガバナー表彰 

津田健三会員  久保田有一会員 

会長挨拶 寺澤銀三会長 

幹事報告 松本安永幹事 

卓話      埼玉県県議会議員 中屋敷慎一様  

委員会報告 

親睦家族委員会 加藤 勉委員長 

出席報告 加藤 勉副ＳＡＡ 

スマイル報告 山口光男副ＳＡＡ 

点鐘 

 

わ 

 

RI 第 2770 地区     第 5 グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 
  

 絆を高め 

     ふるさとの心を 
 

第 985 回例会 2012 年 12 月 5 日 

日 
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会員誕生祝い         加藤 勉 会員 

 皆さまこんにちは。12月 10

日で 69 歳になります。これ

からも健康に留意して頑張

っていきたいと思います。あ

りがとうございました。 

 

山口光男 会員 

皆さまこんにちは。12 月

21日で 60 歳になります。還

暦を迎えることになります。

本日はお祝いを頂きありがと

うございました。 

 

坂口正城 会員 

12 月 30 日で 54 歳になり

ます。尿酸値が高いくらい

ですので、今後も張り切り

たいと思います。ありがと

うございました。 

 

田邊 聖 会員 

皆さまこんにちは。昭和

38年生まれで、今月で49歳

になります。この場で祝って

頂き嬉しく思っています。あ

りがとうございました。 

奥様誕生祝い       井田喜代志 会員 

本日は倶ちゃんのお祝

いを頂きましてありがとうご

ざいます。12月 12日が来る

と奥様は 65歳になります。 

昨日はふたりで「よせな

べ」赤ワインでお祝いいたし

ました。お買い物もふたりで出かけます。いつも

奥様倶ちゃんには感謝しています。 

ご結婚月祝い        加藤 勉 会員 

12月 23日が 45回

目の結婚記念日です。

私が 24歳、妻が 22歳

でした。妻も元気にな

り、これからも仲良くや

って行きたいと思って

おります。ありがとうございました。 

 

大澤二三夫 会員 

12月 2日で 28年目を迎え

ました。お互いに大病を致

しましたが今後とも仲良く過

ごしたいと思います。ありが

とうございました。 

 

乾杯             蓮江郁夫 会員 

 皆さまお誕生日、奥様の

お誕生日、そしてご結婚記

念日おめでとうございます。

乾杯！！ 

 

永年在籍者ガバナー表彰 

津田健三 会員 

 

 

 

 

 

 

（田中徳尚ガバナーより記念品が贈られました。） 



3 /6 

 

 
 

会長挨拶           寺澤銀三 会長 

 改めまして皆さまこんにち

は。本日は埼玉県議会議員

の中屋敷慎一様をお招きし

ての例会です。最後まで宜

しくお願い致します。 

昨日今春完成したグリコ

の北本工場を見学してきました。広大な敷地に

近代的な工場が建設されていて、大企業の資

本力に改めて驚かされました。一昔前までは高

速道路、新幹線など何でも反対といった風潮が

あったと思いますが、このような工場誘致が一

部の人たちの我田引水とならずに地域経済の

発展に寄与してくれることを願っています。工場

見学後、会場を移し日本銀行職員による「これ

からの日本経済の展望」というお話を聴きました。

内容はといえば、経済の統計の数字が多く、私

には少し解かりづらいものでした。もう少し地域

経済に即した具体的な内容のお話であればも

っとよかったのにと思いました。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、内容を報告させ

ていただきます。 

1. 報告事項 

① 2012年 12月のロータリ

ーレートは、1 ドル＝80

円 

② 11 月 8 日（木）ふれあい鴻巣ウォーキング

第１回実行委員会開催 

③ 11月 12日（月）新会員歓迎会開催 

④ 11月 15日（火）新世代部門チャリティーバ

ザー物品提供のお礼状が届いています。 

⑤ 11 月 21 日（水）インターアクト東日本復興

支援募金のお礼状が届いています。 

⑥ 11月 21日（水）座禅例会報告 

⑦ 11月 28日（水）献血例会報告 

⑧ 12月 1日（土）入会 3年未満・新会員の集

い開催。出席者：寺澤会長、小畑会員、馬場

会員、松村会員、田邊会員、小林功会員、

寺西会員の計 7名 

⑨ 12月 6日（木）開催の商工会主催、優良従

業員表彰 寺澤会長、来賓として出席 

⑩ 12月 26日（水）クラブ忘年会。理事会終了

後 

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月

26日申し込み締め切り。 

⑫ 3月 22日（金）～24日（日） RYLA研修セ

ミナー：参加予定者未定 

⑬ その他 

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 

12 月・1 月・2 月プログラムについて：1 月予

定の市長卓話が 2 月に変更。2 月予定の新

会員卓話と入れ替えることで承認 

② 管理運営部門・親睦・家族委員会  ｱ､ｲ 

については加藤親睦委員長より資料に基づ

き説明。原案で承認 

ｱ. 12月 19日（水）ゴルフコンペについて。場

所：鴻巣 CC 

ｲ. 12月 19日（水）ボーリング大会について。

場所：ROUND１ 

ｳ. クリスマス例会について：松本幹事より例

会次第及び予算案提出。原案承認。 

③ クラブ活性化部門・会員増強委員会 

ｱ. 活動及び進捗状況：小畑委員長より見込

み 2名についての紹介あり。 

④ 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：11 月 8 日の実行委員会議事録を資料と

して報告。 

⑤ 新世代部門 

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 

⑥ ロータリー財団・米山記念奨学部門 
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ｱ. 年次寄付金進捗状況について：馬場部

門長より財団普通寄付金についての計画

報告。 

ｲ. 米山記念奨学部門「感謝の集い」開催の

案内について。今回は不参加 

⑦ プロジェクター購入について：松本幹事よ

り資料説明。承認 

⑧ リスボン国際大会参加について：第 5 グル

ープの参加要請人数を再確認。当クラブに

対しては 5 名となることを確認。現在 3 名が

確定、登録だけでも可。 

⑨ 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：保留 

⑩ 次年度理事選出について：石井会長エレ

クトより資料に基づき説明。承認 

⑪ 会計報告：小林会計より資料に基づき説

明。次回理事会にスマイルについても進捗

状況の資料提出を求める。承認 

⑫ 2012～2013 年度会長賞について進捗状

況：報告なし 

⑬ その他：なし 

次回理事会予定 

2012年 12月 26日（水） 

時間 18時 30分より 場所 和風レストランとき 

以上幹事報告といたします。 

卓話  

埼玉県県議会議員 中屋敷慎一 様 

埼玉県では、三期目を務

める上田知事のもと、エコタ

ウン、健康長寿、ウーマノミ

クスの三大プロジェクトを始

めとする様々な施策を展開

しています。厳しい財政状

況ではあっても、「埼玉から日本を変える!」とい

う決意のもとで進められている県行政を、しっか

りと監視していくのも私たち議員の大きな仕事

であり、今後もしっかりと取り組んでいきます。ま

た、県議会議員を六年務めさせていただく中で、

今まで取り組み続けている、北朝鮮による拉致

被害者早期救出への取り組み、そして、高齢者

介護や成年後見制度など福祉インフラの充実

にもより以上に力を注いでいきたいと考えてい

ます。 

さて、現在鴻巣市内には、県土整備事務所

の個所付け土木事業が 13事業展開しています。

加須県道の笠原大橋の架け替えや笠原交差

点改修事業そして、メガドンキホーテのある鴻

巣川島線の拡幅事業などを始めとするすべて

の道路関連事業が順調に進められています。

また、吹上地域から鴻巣を南北に流れる元荒

川で昨年のゲリラ的豪雨により崩れた流域護岸

の復旧を含めた工事なども適宜進めています。

これらの進捗は地権者の皆さんを始めとする市

民の皆さんのご理解があってのことであり、関係

者のみなさんには心から感謝いたします。今後

も、鴻巣市民の皆さんの声に素早く反応し、市

民の皆さんの声を県政に届けてまいりますので、

ご意見ご要望をお寄せください。本日は貴重な

機会を頂戴しありがとうございました。 

 

委員会報告 

親睦・家族委員会 加藤 勉 委員 

既にご案内通り、12 月

19 日の年次総会の前に

親睦ゴルフとボーリングを

予定しております。皆様の

参加をお待ちしています。

宜しくお願い致します。 
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出席報告         加藤 勉 副 SAA 

 

スマイル報告       山口光男 副 SAA 

 

前回までの合計 254,995 円
本 日 の 合 計 19,000 円
次回繰越金合計 273,995 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

息子が在籍する松高吹奏楽部のクリスマスコ

ンサートが 12月 23日に東松山市民文化センタ

ーで行われます。昨年入学するまでは譜面すら

よめなかった事を思うとその成長ぶりには驚かさ

れます。きっと素晴らしい演奏を聴くことができ

ると思います。是非足をお運び下さい。どうしよ

うもない親バカです。お許し下さい。  （K．Ｔ） 

 本日 修正 

 12月 5日 11 月 28 日 11 月 21 日 

 985 回 984 回 983 回 

 通常例会 移動例会 移動例会 

会 員 数 30   

出 席 数 19   

欠 席 数 11   

例会出席率 63.3%   

Ｍ Ｕ 数 4   

合計出席数 23   

出 席 率 76.6% 100% 100% 

スマイル１  県議会議員中屋敷慎一様卓話よろしくお願

い致します。 

津田健三会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・井田喜代

志会員・馬場知行会員・山口光男会員・松本安永会員・

蓮江郁夫会員・加藤文男会員・井上脩士会員・大澤二

三夫会員・石井英男会員・柿沼洋一会員・坂口正城会

員・小林玲子会員・小林 功会員・田邊 聖会員・松村

豪一会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 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 

初詣 鴻神社 

会員誕生祝い  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 

外来卓話 ロータリーの友地区

代表委員 大杉能弘様 

1月 23日 

（水） 

第 991回通常例会 

会員卓話 間室照雄クラブ新世

代部門長 

1月 30日 

（水） 

第 992回通常例会 

市長卓話 原口和久鴻巣市市

長 

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  


