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お客さま紹介         寺澤銀三 会長 

 今日のお客さまは鴻巣ロ

ータリークラブ会長の佐藤

芳隆様、同副会長の福島栄

司様、韓国より交換留学生

のキム・ギュヒ様、キム・イエ

ラ様、キム・ヨヌ様、ヤン・イ

エラ様、通訳のチャ・ソン様です。ようこそいらっ

しゃいました。 

会員誕生祝い      仁見惠美子 会員 

本日は誕生月祝いありが

とうございました。これから

も健康に注意し、迷惑をか

けないように生活していき

たいと思います。 

 

ご結婚月祝い       松村豪一 会員 

1 月 15 日が結婚記念日

です。2013 年は自分が成

長する年にしたいと考えて

います。そのために皆さん

からいろいろご指導いただ

きたいと考えています。 

乾杯            井田喜代志 会員 

仁見さん、松村さんおめ

で と う ご ざ い ま す 。 乾

杯！！ 

 

 

会長挨拶           寺澤銀三 会長 

明けましておめでとうござ

います。韓国の交換留学生

の皆さんようこそいらっしゃい

ました。あなた方の名前は私

には発音しづらいので、「美

人のピチピチギャル」と呼ば

せていただきます。 

さて、本日のプログラムは盛りだくさんですの

で、短く歓迎の話をいたします。我が国には昔

から武士道という言葉がありますが、そんな難し

い事ではありません。お世話になった人には礼

をつくし、恩を忘れてはいけないということです。

それが義理人情というもので、武士道に通じる

ものだと思っています。もうひとつ絆という言葉

があります。これは困った時には、相手のことを

慮る事で、お互い様という事だと思います。韓

国は儒教の国です。育ててくれた親に孝行し、

目上の人に対しては礼をつくすという考えが根

底にあると思います。武士道（礼儀）、絆、儒教

は昔から日々の生活の中から自然と伝わり、受

け継がれたもので、これからも大切にしていきた

いと思っています。 

これからの両国は世界の中でも重要な国で

あることは間違いありません。若いあなた達とと

もに、過去にとらわれず、未来に向かって一緒

に進んで行こうではありませんか。両国とも一流

の国であり続け、世界から信頼され、世界に誇

れる国であってほしいと思っています。帰国さ

れましたら、皆さんが今回の経験を活かし、ご活

躍されることを願っています。 

幹事報告          松本安永 幹事 

明けましておめでとうござ

います。寺澤年度も残り半

年となりました。今まで以上

の皆さまのご協力をお願い

致します。12月26日に理事

会が開催されましたので、
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議事録を幹事報告とさせていただきます。 

1. 報告 

① 2013 年 1 月のロータリーレートは、1 ドル

＝82円 

② 12 月 6 日（木）商工会主催、優良従業員

表彰開催。寺澤会長、来賓として出席 

③ 12月 7日（金）パスト会長会開催。 

④ 12月 18日（火）鴻巣 RCクリスマス例会開

催。次年度会長幹事、次々年度会長幹

事の紹介がありました。 

⑤ 12 月 26 日（水）クラブ忘年会。理事会終

了後、参加予定者 14名 

⑥ 1月 9日（水）鴻巣市商工会・上尾法人会

鴻巣支部・鴻巣奉仕会・上尾間税会主催、

新年賀詞交換会開催。会費 3,500 円、寺

澤会長出席 

⑦ 1 月 17 日（木）『ＳＡＫＵＪＩ作戦』推進説明

会開催：参加者 寺澤会長、小畑会員増

強委員長、石井会長エレクトの 3 名。1 月

11 日（金）登録締め切り、登録料無料・懇

親会なし 

⑧ 1 月 28 日（月）第 5 グループ会長幹事会

開催。上尾北 RCホスト 

⑨ 1月 30日（水）鴻巣北本青年会議所新年

会開催。会費 5,000円、寺澤会長出席 

⑩ 1月 31日（木）埼玉県倫理法人会新年賀

詞交換会開催。欠席 

⑪ その他 

2. 議事 

① 管理運営部門・プログラム委員会 

1月・2月・3月プログラムについて：原案を

一部修正で承認 

② 管理運営部門・親睦・家族委員会 

ｱ. 12月 19日（水）ゴルフコンペ報告：16名

参加で残金の 3,300 円はスマイルへ繰り

入れ 

ｲ. 12月 19日（水）ボーリング大会報告 

ｳ. クリスマス例会報告：ガーデンパレスより

まだ請求書が届いていないため、決算

報告は次回理事会にて。 

ｴ. 今後の計画について：スカイツリー見学

ツアーを計画中。 

③ クラブ活性化部門・会員増強委員会 

ｱ. 入会申し込みについて：成田志津子氏

入会申し込みあり。全員一致で承認。 

④ 奉仕プロジェクト部門・職業奉仕委員会 

ｱ. 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。

参加者：寺澤会長、津田会員、小林玲

子会員、寺西会員 

⑤ 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：

1 月 10 日（木）総務委員会開催、1 月 16

日（水）実行委員会開催 

⑥ 新世代部門 

ｱ. 1 月 5 日（土）～10 日（木）インターアクト

訪日団受け入れについて：間室部門長

より役割分担等資料に基づき説明。 

ｲ. 3月 22日（金）～24日（日） RYLA研修

セミナー：12 月 17 日付で再募集の案内

が届いています。募集人員 50 名、募集

期間 1 月 15 日まで。参加費用：研修生

20,000円、ロータリアン 40,000円。当クラ

ブ参加予定者未定、間室会員事業所か

ら推薦予定あり。 

ｳ. 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：前回報

告の通り、その後の進展はなし。 

⑦ ロータリー財団・米山記念奨学部門 

ｱ. 年次寄付金進捗状況について：各部門

の進捗状況を報告。ロータリー財団は残

り 1,500＄、米山記念奨学は残り 30,000

円で 100％になる。ロータリー財団のクラ

ブよりの後期分はロータリーレートが来月

上がる前に今月振り込み済み。 

⑧ リスボン国際大会参加について 

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：今月 28日の第 5グループ会長幹事

会の様子を見てからということで保留 
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⑩ 「鴻巣びっくりひな祭り 2013」協賛金につ

いて：鴻巣ＲＣと金額を合わせて支出（昨

年は 20,000円） 

⑪ 「パト看板」について：資料を回覧し保管。

当面取り組みの予定なし。 

⑫ 次年度について：前回報告のまま。 

⑬ 会計報告：今回は資料なし 

次回理事会予定 

2012年 2月 6日（水） 

時間 11 時 00 分より場所 群馬銀行鴻巣支店

3F和室 

新会員入会式       成田志津子 会員 

 

 

米山功労者表彰 

第 5回マルチプル 宮城 仁 会員 

 

 

 

 

 

 

 
米山功労者 石井英男 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様挨拶  鴻巣 RC会長 佐藤芳隆 様 

皆様、明けましておめでと

うございます。昨年は大変

お世話になりました。ありが

とうございました。本年も引

き続き宜しくお願い申し上

げます。 

さて、今回のインターアクトの生徒の受け入

れに際しましては、鴻巣水曜ロータリークラブさ

んより多大なるご協力を頂きありがとうございま

す。特に、寺澤会長、ホストファミリーでいらっし

ゃいます、小林会員、宮城会員におかれまして

は来日以来、色々なご配慮を賜りまして心より

御礼申し上げます。本日の午前中は原口鴻巣

市長を表敬訪問させていただきました。市長さ

んとの懇談の中では色々なことを話されていま

したが、短期間ではあるものの、素晴らしい体

験や経験をし、とても有意義な日々を過ごして

いるとの話しがありました。また市長さんからは、

是非たくさんのことを学んでいただき、将来は韓

国と日本の懸け橋になっていただきたいとのお

話もございました。我々もそう思いますし、機会

があれましたらまた是非日本へ来て学んで欲し

いと願っております。本日は貴重な例会の時間

を頂き、誠にありがとうございました。  

（ご入会おめでとうございます） 
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インターアクト交換留学生    

平沢女子高 3年 キム・ギュヒ 様 

 こんにちは。私はキム・ギュ

ヒです。来日するまでは不安

で夜も眠れませんでしたが、

日本訪問前日が昨日の事の

ようなのに、最後の日を迎え

てしまいました。皆さんがあた

たかく迎えて下さって、自分の家のように過ごせ

ました。5泊 6日と短くて残念ですが、たくさんの

人や文化にふれて帰ることができます。今度日

本にまた来るときには、日本語をしっかり学んで

通訳なしでご挨拶したいと思います。 

ソンタイ第一高 3年 キム・イエラ 様 

こんにちは。私はキム・イエラ

です。なれない国、言葉、

人々に不安でしたが、多くの

ロータリアン、そしてホストファ

ミリーのお父さんお母さんがい

ろいろと配慮して下さり、心穏

やかに過ごせました。今日が

最後の日ですが、大学生になったらお父さんと

お母さんに会いに来ます。 

ウネ高 3年 キム・ヨヌ 様 

 こんにちは、私はキム･ヨ

ヌです。今回ロータリーから

日本へ来る機会を頂き感謝

しています。日本のロータリ

ーの皆さんが配慮と思いや

りを持って接して下さったこ

とに御礼申しあげます。最後まで楽しんでまた

日本に来たいと思います。 

ハングァン女子高 3年 ヤン・イエラ 様 

 こんにちは、私はヤン・イエ

ラです。あっという間の 5 泊 6

日でしたが、このような機会に

恵まれて感謝しています。ホ

ストファミリーの皆さまに深く

感謝しています。本当にあり

がとうございました。 

通訳 チャ・ソン 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

鴻巣市長表敬訪問 

卓話    会員一言 「新年を迎えての抱負」 

成田志津子 会員 

 起業を固く決意し、準備期

間を経て 18年前後仕事に傾

注して参り、津田、小畑両氏

からご縁をいただきました。 

地域にてロータリアンとし

て精進して参りたいと思いま

す。皆様どうぞよろしくお願い致します。 

  津田健三 会員 

 今年の景気は？株式市場

はどうなるか？実は株式市場

でのひとつの格言があります。

「戌亥の借金、辰巳で返せ」と

いう言葉です。現内閣がどこ

までできるか期待しています。 
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小林忠司 会員 

巳年は変化の年です。

壇ノ浦の戦いも巳年でした。

平家から源氏に大きく変化

した年です。商工会の方も

現在に合わせて変化して

いきたいと思っております。 

間室照雄 会員 

 今朝金さんを迎えに行く時、

遅刻してしまいました。実は

ひよこが 11 羽ふかして、世

話をしていたためです。今

年はひよこをたくさんふかさ

せて楽しみたいと思います。 

山口光男 会員 

 インターアクトの皆様ようこそ

いらっしゃいました。昨年、韓

国から当時私の家にホームス

テイで来た子が来日しました。

大学が終わり社会人になると

いうことで挨拶にみえました。 

今年は幹事を務めますので、皆様と楽しく、

又ご協力お願い致します。 

石井英男 会員 

 皆様明けましておめでとうご

ざいます。今年もよろしくお願

い致します。  

 

 

委員会報告 

親睦・家族委員会 加藤 勉 委員長 

年次総会、クリスマス例会、ゴルフコンペにご

参加いただきましてありがとうございました。競

技券の当たり馬券について宮城会員より辞退

の申し出がありましたが、恒例になってしまうと

の事で、宮城会員、津田会

員、私の 3 名に配当いたし

ました。残金3,300円はニコ

ニコへ入金しますので、よ

ろしくお願い致します。 

今年度、親睦・家族委員

会で予定しておりますスカイツリー見学を 5月の

15日、22日、29日のいずれかの日で行いたい

と思っております。よろしくお願い致します。 

特別委員会 井上脩士 委員長 

 今年の鴻巣ふれあいウォ

ーキングは 20 回目となる記

念大会です。2,000名の参加

に向けて皆様のご協力をお

願い致します。 

出席報告         宮城 仁 委員長 

 

 

  

 

 本日 修正 

 1月 9日 12月 31日 12月 19日 

 989回 988回 987回 

 通常例会 移動例会 移動例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 23 31 31 

欠 席 数 8 0 0 

例会出席率 74.19% 100% 100% 

Ｍ Ｕ 数 3 0 0 

合計出席数 26 31 31 

出 席 率 83.87% 100% 100% 
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スマイル報告        加藤 勉 副 SAA 

 

 

 

前回までの合計 296,955 円
本 日 の 合 計 37,300 円
次回繰越金合計 334,255 円  

 

 

鴻神社で初詣

 

 

編集後記 

毎朝美容の専門学校の前を通ります。先生

が「おはよう」と声をかけながら生徒を迎えてい

ます。通りすがる私にも「おはようございます。い

ってらっしゃい」と声をかけてくれます。晴々とし

た気持ちになります。生徒が笑顔で校舎に入っ

ていく理由がわかったような気がしました。 

(K．T) 

お客様スマイル 

佐藤芳隆様…明けましておめでとうございます。昨年は、

大変お世話になりました。本年も余禄お願い致しま

す。 

福島栄司様…本日はホストファミリーとして例会に参加さ

せて頂きます。宜しくお願い致します。 

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表彰を受

けました。 

小畑正勝会員…成田さんご入会おめでとうございます。

永いお付き合いをお願い致します。 

間室照雄会員…インターアクト交換留学生の 4 名の方々

ようこそ。チャ・ソンさん通訳宜しくお願いたします。 

成田志津子会員…皆様宜しくお願い致します。 

スマイル 1  新年明けましておめでとうございます 

津田健三会員・小林忠司会員・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・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・宮坂良介会員・田邊 聖会員・松村豪一会員・寺西

修身会員 

スマイル 2  成田志津子新会員ようこそ 

津田健三会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・寺澤銀三

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・石井英男会

員・仁見惠美子会員・小林玲子会員・小林 功会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月 16日

（水） 

第 990回通常例会 

外来卓話  

1月 23日

（水） 

第 991回通常例会 

会員卓話 

1月 30日 

（水） 

第 992回通常例会 

会員卓話 

2月 6日 

（水） 

第 993回通常例会 

会員誕生祝い・令夫人誕生祝

い・結婚月祝い  

広報、雑誌、ＩＴ 花チャリティ 

2月 13日 

（水） 

第 994回通常例会 

市長卓話 

2月 20日 

（水） 
振替休会 

2月 22日 

（水） 

第 99５回移動例会 

第 5グループＩＭ 

2月 27日 

（水） 

第 996回通常例会 

会員卓話 

3月 6日 

（水） 

第 99７回通常例会 

会員誕生祝い・令夫人誕生祝

い・結婚月祝い  

会員卓話 

広報、雑誌、ＩＴ 花チャリティ 

3月 13日 

（水） 

第 998回通常例会 

会員卓話 

3月 19日 

（水） 

第 999回移動例会 

4C合同例会 

3月 20日 

（水） 
法定休会 

3月 27日 

（水） 

第 1000回移動例会 

献血例会 

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  


