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会員誕生祝い 

馬場知行 会員 

本日誕生日で 64歳となり

ました。特に思うことは、来

年になって年金をもらうのを

楽しみにしてる事と、健康

のありがたみをしみじみと

感じているこの頃です。 

大澤二三夫 会員 

今月 22 日で 57歳になり

ます。過去の病気を乗り越

えて今は元気にしていま

す。 

今後ともよろしくお願い

いたします。 

井田喜代志 会員 

皆さんこんにちは。お祝い

ありがとうござます。2 月は誕

生月と結婚記念月です。 

2月 27日で満 69歳になり

ます。また 2 月の 15 日が結

婚記念日です。昭和 46年 2

月 15日今年で 41年になりました。子供は 3人。

今は男の子だけ 4人の孫にも恵まれて楽しく過

ごしております。 

このような健康な体に生んで頂いた両親に

感謝しております。歌に、踊りに、太鼓をたたい

たり、ハーモニカ演奏をしたり、年に数回慰問

にも行っております。遠いところは群馬のみどり

市の大きな施設です。千代田町、桶川、行田、

北本、鴻巣などへ出かけております。愛妻、俱

子さんにはいつも感謝しております。本日はあ

りがとうございました。 

奥様誕生祝い 

津田仁美 様 

誕生祝いを頂戴しありがとうございます。今

日はどうしてもクラブに一緒に連れてくる予定

でしたが、雪のために来れ

なくなりました。残念です。

（ひとつの提案ですが、奥

様誕生祝いの時は、本人に

出席戴いてお祝い品を直

接手渡しできるようにしては

いかがでしょうか。） 

寺澤トシ 様 

我が家の妻は 2月生まれ

の 75歳です。朝は 5時起き、

にわとりより早起きです。そ

れも私を起こさないようにそ

っとです。夜は 10 時まで年

中無休、皆が帰るまでお店で待っています。本

当に驚きます。スーパーマンとてかなわないの

では思うほどです。 

それよりも自分のほうがボケが始まっている

のではと心配です。二か月前に転んで頭を打

ってしまいました。それでなくとも元々よくない

頭が作動しません。成田会員に予約をしてお

こうと考えています。 

成田康雄 様 

昨年末に私の入院騒ぎが

ありまして、健康が何よりも

大切であると痛感致しました。

年を重ねるごとに夫婦お互

いに、健康第一をモットーに

頑張っていきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

結婚月祝い 

田邊 聖 会員 

2 月 16 日が結婚記念日

で、今月で 22年になります。

先月には娘が成人式を迎

えました。息子は高２で、来

年には受験を控えています。

本日はありがとうございまし

た。 
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乾杯             加藤 勉 会員 

 

 

皆さんおめでとうござい

ます。乾杯！！ 

 

 

会長挨拶           寺澤銀三 会長 

改めましてこんにちは。 

2日前の読売新聞に 1枚の

写真が載っていました。御

覧になった方もいらっしゃ

ると思います。大東亜戦争

時に米軍が沖縄に上陸し

た時に米軍が写したものと

思われます。 

モンペ姿の 12 歳位の少女が裸足で、白い

布を木の枝にくくりつけて歩いている写真でし

た。「降参」ということなのでしょう。私はあまりに

もショックで言葉がありませんでした。この少女

がいったい何をしたというのでしょうか。この少

女が一人で責任をおい、平和を求め、平和を

訴えているように思えてなりませんでした。この

少女の気持ちを考えたときに、後から涙がでて

止まりませんでした。この少女がその後どうなっ

たのかはわかりませんが、きっと米軍が人道的

に保護したに違いないと思うことにしました。 

もう一枚の写真があります。ベトナム戦争時

のものです。男の子が栄養失調で息絶え、そ

の屍をハゲタカが食べようとしている写真で

す。 

我々は平和な国に住んでいます。平和が当た

り前になっています。このようなことがあったこと

を子供たちに伝え、戦争の悲惨さと平和の大

切さを教えていくことが何よりも重要なことだと

思います。 

幹事報告          松本安永 幹事 

 本日 11 時より理事会が

開催されましたので、その

内容を幹事報告とさせて

いただきます。 

①� 2013 年 2 月のロ

ータリーレートは、1

ドル＝88円 

②� 1 月 26 日（土） 第 2770 地区職業奉

仕セミナー開催。 

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 30 日（水）鴻巣北本青年会議所

新年会開催。寺澤会長出席 

⑤� 1 月 31 日（木）埼玉県倫理法人会新

年賀詞交換会開催。出席 

⑥� 2 月 7 日（木）クラブ研修リーダーセミ

ナー開催。寺澤会長出席 

⑦� 2 月 9 日（土）北本ロータリークラブ主

催、2013 年北本高校生と留学生による

「青春メッセージ」開催。 

⑧� 2月 12日（火）上尾ロータリークラブ 50

周年記念事業の講演会が開催。案内及

びチケット（1枚 2,000円）が 5枚届いてい

ます。チケット代金はクラブで負担、スマイ

ルより支出。 

⑨� 3 月 3 日（日） 米山記念奨学部門・ロ

ータリー米山記念奨学生修了式開催。欠

席 

⑩� 3月 16日（土）上尾ロータリークラブ 50

周年記念式典の案内が届いています。会

長幹事が出席いたします。 

⑪� 3 月 17 日（日）18：30 開演 学友会コ

ンサートが浦和コミュニティセンターにて

開催。案内及びチケット（1 枚 2,000 円）4

枚が届いています。チケット代金はクラブ

で負担、スマイルより支出。 

協議事項 

①� 管理運営部門・プログラム委員会：小

畑委員長：2 月・3 月・4 月プログラムにつ
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いて：小畑委員長より資料に基づき説明、

承認。 

②� 管理運営部門・親睦・家族委員会：加

藤委員長 

ア、クリスマス例会報告：資料に基づき説

明、承認。 

イ、第 3木曜会ゴルフコンペについて： 

ウ、今後の計画について：5 月、スカイツリ

ー見学をメインとして、はとバス小旅行を

計画。ツーリストコスモスと調整中。 

③� クラブ活性化部門・会員増強委員会：

小畑委員長：『ＳＡＫＵＪＩ作戦』について：

資料に基づき説明。賛同クラブ登録につ

いて全員一致で賛成。 

④� 奉仕プロジェクト部門・特別委員会：井

上委員長：第 20回ふれあい鴻巣ウォーキ

ングについて：総務委員会、全体会の日

程を発表。 

⑤� 新世代部門：松本幹事：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：ふれあいウォーキ

ングのボランティア委員会と並行して実施

する予定。 

⑥� ロータリー財団・米山記念奨学部門：

馬場部門長：年次寄付金進捗状況につ

いて：1月末日でR財団、米山記念奨学と

もに 100パーセント以上を達成。 

⑦� リスボン国際大会参加・登録につい

て：6 名登録済み、ガバナーナイトの案内

が届いているので 3月 15 日までに取りま

とめ返事を入れる。 

⑧� 次年度について：山口次年度幹事：

ア：2013 学年度ロータリー米山記念奨学

生「世話クラブ」引き受けの件：希望しない

で回答することで承認。 

⑨� 会計報告：小林会計：ニコニコボックス

および本会計、平成 24 年 12 月 31 日付

の進捗報告、承認。 

⑩� 2012～2013 年度会長賞について進

捗状況：2012-13 年度会長チャレンジ必

須項目について（平和フォーラムの開催、

または平和に焦点を当てた奉仕プロジェ

クトの実施）協議。 

⑪� その他：なし。 

次回理事会予定： 

2012 年 3 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。以上。 

卓話             加藤文男 会員 

 雑誌「ロータリーの友」は

日本のロータリアンへの機

関紙で、広報誌ではなく

「情報誌」であります。この

ことを念頭において忘れな

いで下さい。面白くない、

難しいとよく聞きますがそ

のような観点からの編集ではなく、ロータリアン

とてどうなのかが優先課題であり、またそこに価

値があると思います。冊子とウェブサイト両面発

刊されており、それぞれ長所、短所があります

ので各自選択してもらいたいと思います。 

2 月号の最初に（チェルノブイリ原発事故の

その後と福島）松本市市長菅谷昭氏の文章が

あります。著者は市長でありますが、本来は甲

状腺疾患の専門医であるようです。詳細は省き

ますが、内容は非常に重い事象ですが我々人

類は今後半永久に直視して追っていかなけれ

ばならないものだと思います。去年、中央道笹

子トンネルで事故がありました。福島の事故も

原因は全く同じだと思います。研究調査からあ

の規模の地震津波がいつかは発生すると言わ

れていたが、何らかの力学が働いたのでしょう。

原因は人間に尽きると思います。 

次に（鮮度を支える情報収集力とスピード）

（株）ハニーズ代表取締役江尻義久氏の文化

服装学院での特別講義が掲載されております。

江尻氏と事業所は他のメディアでも多く取り上

げられておりますので、御存知の方も多いと思

います。最初に（おカネがどんどん余っていく

んです。）とあります。非常に読んでいて楽しく
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なり明日が見えてくる文章だと思います。江尻

氏はいわき平 RC 所属、菅谷氏は松本市長で

ありますが、両者とも東北に関係があります。

（声高な がんばれ、がんばれ東北）、ではなく

ロータリーの側面からの柔らかな支援だと感じ

ます。 

表紙の（白川郷合掌つくりの雪の降っている

夜景）歳時記的には非常にマッチした写真で

す。この焦点あるいは編集意図はこの障子から

漏れる（あかりのいろ）だと思います。おそらく

（蛍光灯色）だったら掲載しないと思います。

3.11 に限らず世界中で重い現実があります。

人間は常に（こころのやすらぎ）を求めます。非

常にバランスの取れた編集だと感じます。反対

側に雪景色の富士山の写真があります。同じ

雪でも印象は全く異なります。詳細は表紙のメ

ッセージを読んでください。 

最後に横書き欄をひとつ紹介します。（ロー

タリー始まりの日）を読んでください。拙い私の

説明はやめておきます。去年亡くなられた高野

会員でしたらどのような話をしたか聞いてみた

いと思います。 

冒頭、「ロータリーの友」は情報誌だと言いま

した。情報自体は何の意味も価値もありません。

情報は平たく言えば使って初めて価値がありま

す。ロータリアンとして情報とどう向き合ってど

のような関係を構築するかの問題だと思います。

今日紹介した写真、文章を皆さんそれぞれの

スタンスで今一度読んでみて下さい。 

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 388,255 円
本 日 の 合 計 18,000 円
次回繰越金合計 406,255 円  

個人スマイル 

馬場知行会員…本日誕生日です。お祝いありがとうござい

ました。 

間室照雄会員…本日急な会議のため欠席します。 

加藤文男会員…雪の中例会出席ありがとうございます。  

大澤二三夫会員…本日午後より陸上競技場改修工事竣

工検査の為早退します。 

異業種交流 

間室照雄会員…大澤会員によって 150 坪のサービスハウ

スが出来上がりました。すばらしい仕事に感謝。 

スマイル１  加藤文男会員卓話ありがとうございます 

津田健三会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会

員・井田喜代志会員・山口光男会員・松本安永会員・井上

脩士会員・小林玲子会員・小林 功会員・田邊 聖会員 

 本日 修正 

 2月 6日 1月 30日 1月 23日 

 993回 992回 991回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 31  31 31 

出 席 数 17 18 16 

欠 席 数 14 13 11 

例会出席率 55.1% 58.06% 53.33% 

Ｍ Ｕ 数 6 4 6 

合計出席数 23 22 22 

出 席 率 74.19% 70.97% 70.97% 
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今後の活動予定 

 

 

司会               井上脩士 SAA 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 クラブ会報の編集も大分慣れてきました。編

集作業の楽しみはこの「編集後記」を記すこと

です。タイムリーな話題を載せようと思っていま

すが、今回は早くもネタ切れです。次回担当の

ときには何とか・・・・・          （K．T） 

 

 

 

 

 

 

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 

（金） 

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 

会員誕生月祝い・令夫人誕生

月祝い・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 

（火） 

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 

4月 3日 

（水） 

第 1001回通常例会 

会員誕生月祝い・令夫人誕生

月祝い・結婚月祝い 

会員卓話 

4月 10日 

（水） 

第 1002回通常例会 

クラブフォーラム 

特別委員会 

花チャリティ 

4月 17日 

（水） 

第 1003回移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

決起大会 

4月 24日 

（水） 
振替休会 

4月 27日 

（土） 

第 1004回例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

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  


