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会長挨拶            寺澤銀三 会長 

又昔の頃の話をしてみたい

と思います。中学校を出て北

海道の鰊場の網元へ丁稚奉

公へ行った時の話です。少し

は馴れたかなと、その二年後、

三月頃から鰊の漁期が始まります。町の人口も

三倍以上に増え、町の要所要所には沢山の露

店が並び賑やかです。この店に背広が下がっ

ているのを見つけ、背広と反物を「俺も社会に

出て背広の一枚ぐらい必要かな」と一丁前面し

て 5,500 円で買いました。その時の給料は、

1,500 円です。さて買ってみたもののヨレヨレの

とても着れる代物ではありません。こりゃ！騙さ

れたと思い質屋へ持って行ったところ「お客さん

こりゃ買えね」と笑われ、今度二軒目の質屋へ

若い衆を連れて行きました。57～8 かな品の良

い女性でした。そしたらなんと 7,000円で買って

くれました。「こりゃしめしめ」と大喜びで早速若

い衆とそば屋に行き 70円の鴨南蛮をごちそうし

ました。初めてそばを食べましたが、うまかった

と今でも良くおぼえています。さて、意気揚々と

家に帰ったところ、店の先輩が青い顔して「警

察から電話があり、すぐ来るように」と二人で勇

んで警察へ行きました。「君、青木質屋へ変な

物を売りつけたろう。青木質屋の女主人が怒っ

ているぞ」ということです。私はその時逆にしめ

た、いつも大人たちに子供ということでからかわ

れているので、今度は私がからかってやれとで

も言うことでしょう。今度はお巡りさんが「おお君

はよくやるのー」と感心したように言いました。家

のおかみさんもほっとした顔つきでした。 

今 93歳で達者だそうです。毎年 40年間、十

二月の暮れには晦日そばを送っています。 

幹事報告          松本安永 幹事 

① 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。懇親会なし 

② 1月 28日（月）慈雲山医王院法要寺様より

初縁日大護摩供奉修の

案内が届きました。寺澤

会長出席。 

③ 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 

④ 1月 26日（土） 第 2770地区職業奉仕セミ

ナー開催。参加者：寺澤会長、津田会員、

馬場会員、長谷川会員、小林玲子会員、

寺西会員、成田会員の 7名。 

⑤ 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 

⑥ 2月7日（木）クラブ研修リーダーセミナーの

案内が届いています。 

⑦ 2月 22日（金）第 5グループ IM開催。パン

フレットが届きました。 

⑧ 4月 20日（土）、21日（日）RI2570地区、地

区大会の案内が届きました。 

卓話 

「ロータリー理解推進月間にちなんで」 

ロータリーの友地区代表委員  大杉能弘 様 

2012～13 年度 ロータリー

の「友」地区代表委員に任命さ

れて半年が過ぎました。此の

度、当クラブの、小畑プログラ

ム委員長さんからロータリー理

解推進月間につき、より知識向上させたいとの

事で卓話依頼を頂きました。 

（小畑さんとは、昨年度地区会員増強維持委員

会で一年間大変お世話になりました。） 

 私は昨年の 7 月、田中ガバナー年度スタート

より、ロータリーの情報誌であります、「友」に掲

載されております内容を事前に、各クラブの会

長と雑誌委員長さん宛てに情報の提供をさせ

て頂いております。 

 今年度、我が地区より田中作次ＲＩ会長を輩出

しておりますので、ＲＩ会長メッセージは是非全

ての会員の皆様にお目を通して頂きたく案内を
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させて頂いております。 

 今月号（1 月）には 「ロータリーの徽章をいつ

もあなたの襟に」と題されたＲＩ会長メッセージが

あります。そしてその内容は、ロータリアンの自

覚を促すロータリーの徽章であることを申されて

おります。 

 徽章をつければ心構えが変わり、言葉や、行

動に気を配るようになるでしょうと言われており

ます。そして何よりも、世の中のためのロータリ

アンであるという自覚を持つようになるでしょう。 

今、国内での会員減少が続いておりますが

「自分がロータリーから受けた恩恵を伝えるため

に」ロータリーに入会するよう人に勧めることは、

その人のためになることであるとも、申されてお

ります。是非横組み 1 ページのＲＩ会長メッセー

ジはご一読下さるようお勧めします。 

 ロータリーの「友」60年の歩み横組み 7ページ

1953 年 1 月から毎月発行されて今現在に至っ

ております。年間100万部を超える隠れたベスト

セラーと言われております、情報誌ロータリーの

「友」誌の歩みも是非、ご一読下さい。 

 そして、横組み 18 ページから特集としてロー

タリー理解推進月間「新しいロータリーを知る」と

題して，ロータリーの綱領が、「ロータリーの目

的」と「RI 戦略計画の理念」と言う情報が掲載さ

れております。横組み 18～21 ページにわたっ

て詳しく載っております。 

ロータリーの「友」2011年 2月号、9月号 2012

年 3 月号に掲載されております。長年使ってき

た名称を変更するという事は大変な事と思いま

すが、さて皆さんは如何でしょうか。 

「ロータリーの綱領」 

ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎とし

て奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に次

の各項を鼓吹、育成することにある： 

第１ 奉仕の機会として知り合いを広める事： 

第２ 事業及び専門職務の道徳的水準を高め

る事：あらゆる有用な業務は尊重されるという認

識を深める事：そしてロータリアン各自が業務を

通じて社会に奉仕するために、その業務を品位

有らしめる事： 

第３ ロータリアンすべてが、その個人生活、事

業生活につねに奉仕の理想を適用すること： 

第４ 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務

に携わる人の世界的親交によって、国際間の

理解と親善と平和を推進すること。 

「ロータリーの目的」 

（2013年の手続き要覧に掲載） 

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎と

して奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。

具体的には、次の各項を奨励することにある： 

第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会

とすること： 

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕

事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕

する機会としてロータリアン各自の職業を高潔

なものにすること： 

第３ ロータリアン一人一人が、個人として、また

事業および社会生活に於いて、日々、奉仕の

理念を実践すること： 

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界

的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和

を推進すること： 

付記 「ロータリーの目的」の 4 つの項目は、等

しく重要な意味を持ち、又同時に行動を起こさ

なければならないものであるという事で、ＲＩ理事

会の意見が一致した。（ロータリー章典 26.020） 

10月の国際ロータリー理事会に参加して 

（横組み２２ページ～２３ページ） 

2012-14 年度国際ロータリー理事 松宮 剛理

事の報告が掲載されております。規定審議会

への理事会提案についてもお読み頂きたい所

思います。「友」ならではの情報と思います。 

第 41回ロータリー研究会リポート 

（横組み 33ページ～35ページ） 

田中作次ＲＩ会長がロータリーに入会して変わっ

た人生として、平和について話されております。 

 是非、ロータリーをご理解して頂く情報誌であ

ります「友」のご愛読を宜しくお願い致します。 
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そして我が地区広報委員会では、1 月 28 日

から 2月 3日迄公共イメージとロータリーのブラ

ンディングという事で光る広告「アド・トレーラー」

の運航を計画しております。地区事務所から案

内が届いているかも分かりませんが、ロータリー

クラブがどのような活動をしているかを地域の皆

様にご理解頂くための活動の一環として企画し

ております。詳しい事は地区のホームページを

ご覧いただきたいと思います。 

 当クラブには、津田パストガバナーが在籍おり

ますので是非、地区内の情報はもとより、RI の

情報などはお聞き頂ければと思います。 

 私も津田ガバナー年度、地区社会奉仕委員

会委員として、又第 7グループガバナー補佐幹

事として大変お世話になり、ご縁を頂きました、

遅くなりましたが御礼を申し上げます。 

 当、鴻巣水曜ロータリークラブの会員の皆様と

クラブ発展を心から、ご祈念申し上げ、まとまり

ませんが本日の卓話とさせて頂きます。有り難う

ございます。 

小畑正勝 会員 

ロ－タリーの友、大杉委員様

卓話で鴻巣水曜ロ－タリークラ

ブへようこそお越し下さいまし

た。また前年度地区増強委員

会ではいろいろのご指導ありが

とうございました。 

今年度の鴻巣水曜ロ－タリークラブ増強は、

新会員 3 名の入会がありました。日本各地のク

ラブで起きている会員減少・高齢化がご多分に

もれず我がクラブにも進行してしまい、対応とし

て世代交代を考えたクラブ運営が必要と思われ

ます。現在魅力あるクラブ創りを皆で持ち寄り頑

張っております。今後地区への要望として、クラ

ブへ効果的な増強情報を継続的な提供を宜し

くお願い申し上げます。 

一言 

馬場知行 会員 

良い機会ですので、節分御

祈祷会について PR させていた

だきます。ロータリー活動、寺院

活動等、今年一年頑張っていこ

うと思います。 

 

長谷川信子 会員 

今年が楽しい一年であります

ように。皆様にも良い年でありま

すよう願っています。 

 

 

 

井田喜代志 会員 

今年も例会皆出席です。 

歌・踊り・太鼓と頑張ります。 

 

 

 

 

宮城 仁 会員 

１月 23日は卓話をさせて頂

く宮城です。題目は「シェー

ルガス革命で世界は激変す

る」です。2006 年アメリカ中西

部シェール層からシェールガ

スを発見、その量たるは世界で使用しても 300

年は続けられる量である事が判明、単価も日本

のガソリン１ℓ142 円ですがシェールガスを使用

したとすると、40～50 円何んと 1／3 単価。この

ガスが世界の産業革命を引き起こし、ひいては、

10～15 年後世界はどの様に変化するか、又日

本の技術はどの様になるか、報告申し上げま

す。 
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委員会報告  

職業奉仕委員会       小林玲子 委員長 

1 月 26 日(土)開催される第

2770 地区 職業奉仕セミナー

の出席者は、寺澤会長、津田

会員、馬場知行会員、長谷川

会員、小林玲子会員、寺西会

員、成田会員の 7名になりました。宜しくお願い

致します。 

親睦・家族委員会       加藤 勉 委員長 

 2 月 20 日（水）、木曜会ゴル

フコンペを吉見GCで行います。

多くの会員の皆さまの参加を

お待ちしています。 

 

特別委員会          井上脩士 委員長 

 第 20回ふれあい鴻巣ウォー

キング第２回実行委員会が、

本日PM6：30より福祉センター

にて行われます。各委員会の

委員長・副委員長の出席をお

願いします。 

 

 

 

卓話、ありがとうございました。 

 

出席報告         宮城 仁 委員長 

 

 本日 修正 

 1月 16日 1月 9日 12月31日 

 990回 989回 988回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 31 31 30 

出 席 数 17 23 30 

欠 席 数 14 8 0 

例会出席率 54.84% 74.19% 100.00% 

Ｍ Ｕ 数 3 3 0 

合計出席数 20 26 30 

出 席 率 64.52％ 83.87％ 100.00％ 
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スマイル報告        加藤 勉 副 SAA 

 

 

お客様スマイル 

大杉能弘様…皆様新年明けましておめでとうございま

す。本日はお世話になります。どうぞよろしくお

願いします。 

個人スマイル 

宮城 仁会員…1 月 23 日は私の卓話「シェールガスが

世界を変える」。ガソリン 1ℓ142 円対シェールガ

ス 50～60円。いかに産業革命が世界で日本で

始まる。 

小畑正勝会員…大杉ロータリーの友委員様、卓話に水

曜 RCへようこそおいで下さいましてありがとうご

ざいます。よろしくお願いします。 

馬場知行会員…2/3（日）午後、宝持寺恒例の箕田薬

師節分御祈祷会を行います。お札の申し込み

及び参加をお願いします。 

小林玲子会員…間室会員の長女みどり様が NHK Eテ

レ 2  1/27（日）AM8：30～趣味の園芸に出演

されます。ぜひ皆様見てください。 

スマイル 1  ロータリーの友地区代表委員 大杉能弘様

ようこそ！卓話よろしくお願いします。 

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・山口光男会員・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 

功会員 

前回までの合計 334,255 円
本 日 の 合 計 21,000 円
次回繰越金合計 355,255 円  

 

                

編集後記 

 今年の冬は寒い。先日の雪の重みで庭のミモ

ザの木が真っ二つに裂け心配しました。枝を少

し切り、自分たちで修復しました。今後どうなりま

すか？                     （ＳＩ） 

 

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 


