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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 

小林玲子 会員 

 

 

 

 

例会プログラム 

司会 井上脩士 SAA  

点鐘 

国歌斉唱 

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 小林玲子会員 

お客様紹介 寺澤銀三会長 

奥様誕生祝い 

加藤 勉令夫人 馬場知行令夫人  

結婚月祝い 

山口光男会員 松本安永会員 

会長挨拶 寺澤銀三会長 

幹事報告 寺澤銀三会長 

会員卓話 例会 1000 回によせて 

津田健三会員 宮城 仁会員 加藤 勉会員 

次年度会長方針発表 石井英男会長ｴﾚｸﾄ 

委員会報告 

特別委員会 井上脩士委員長 

出席報告 宮城 仁委員長 

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 1001 回例会 2013 年 4 月 3 日 

日 
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お客様 

鴻巣 RC の佐藤会長と海老名実行委員長が

第 24 回文化公演会の PR に来訪されました。 

 

 

北本 RC 吉田幸夫 様 

  

   井上洋子 様 

 

 

 

奥様誕生月祝い 

加藤 勉 会員 

私の家内の誕生祝いありが

とうございます。何回か病気で

手術などしましたが、最近は

元気になって、毎月のように旅

行に行っています。4 月は伊

勢神宮、5 月は熱海の初島、その後山形の蔵王

に行く予定で頑張っています。 

馬場知行 会員 

家内は、4 月 18 日に 60 歳

（還暦）になります。お互いに

家を空ける時が多いのですれ

違いの人生を送っております。

健康に留意して、長く二人で

過ごせればと考えております。 

ご結婚月祝い 

山口光男 会員 

昭和 50年 4月 20日の結婚

でしたから、結婚 38 年になり

ます。最近はふたりでよく映画

を見に行きます。先日は相棒

のXデイを見てきました。お互

い忙しくしていますので、特に

土日を空けていないと機嫌が

悪くなります。 

結婚記念にすばらしい花をいただきました。

花が大好きなのできっとかみさんも喜ぶと思いま

す。家では、かみさんの指示にしたがって、私が

花を植えています。家の庭は結構花で奇麗にし

ています。本日は御祝ありがとうございました。 

松本安永 会員 

 昭和 52年 4月 10日が結婚

で、今年で 36年になります。 

二男が昨年より後継者とし

て店に入り、仕事のパートナ

ーとして家内と共に同じ職場

となっています。最近二人で

の作業は、なるべく息子と家

内とをペアとし、私は一人で動くことが多くなって

きました。同業者が次々と減ってきている厳しい

業界ですが、ロータリーを続けていけるよう家内

と共に頭と力をあわせて頑張っていきます。 
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会長挨拶          寺澤銀三 会長 

 本日は月初めの例会ですの

で、私の挨拶は短めに致しま

す。5、6 年前の事でしょうか、

台湾へ行った時の話です。車

窓から見える景色は昔の日本

と同じく、郊外には田んぼがつ

らなっている田園風景でした。ところが、昨年行

った時には、その景色も、変わっていました。田

んぼも少なくなり、宅地開発が進んでいました。

日本でみる風景に似ていたので、なんとなく親し

みを感じました。台湾でも経済が発展しているの

を実感しました。 

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、内容を報告さ

せていただきます。 

審議事項については各委員

会から報告お願い致します。 

① 2013年 4月のロータリーレ

ートは、1 ドル＝94円 

② 3月7日（木）・8日（金）会長エレクト研修（次

年度事業） 

③ 3月 13日（水）第 5グループ会長幹事会開

催。鴻巣水曜ロータリークラブホスト。 

④ 3月 16日（土）上尾ロータリークラブ 50周年

記念式典開催。会長・幹事、および地区役

員の津田パストガバナー、小畑パストガバナ

ー補佐が出席。 

⑤ 3月 17日（日）18：30開演 国際ロータリー

第 2770地区ロータリー財団学友コンサート

が浦和コミュニティセンターにて開催。チケ

ット代金（1枚 2,000円）はクラブで負担、ス

マイルより支出。7名参加 

⑥ 3月 19日（火）4RC合同例会開催。会費

3,000円になっていますが、1,000円は例会

食事費より支出。個人負担は 2,000円。22

名参加予定でしたが、欠席が 6名いました。 

⑦ 3月 21日（木）上尾北ロータリークラブ 25周

年記念ゴルフ大会開催。会長・幹事参加予

定でしたが、会長体調不良のため小林玲子

会員が代理で参加。 

⑧ 3月 26日（火）次年度役員・委員長会議開

催。（次年度事業） 

⑨ 4月 7日（日）地区社会奉仕委員会主催「鎮

魂と希望のコンサート」開催。参加者：津田

ご夫妻、寺澤会長 

⑩ 4月 9日（火）2012-13国際奉仕部門セミナ

ー開催。参加者：寺澤会長 

⑪ 4月 10日（水）第 5グループ親睦ゴルフ大

会開催。参加者 8名以上で案内が来ました

が 7名で登録。 

⑫ 4 月 14 日（日）鴻巣ロータリークラブ主催、

文化講演会開催。4 月 3日（水）佐藤会長と

海老名実行委員長がキャラバンに来られま

す。 

⑬ 4 月 15 日（月）鴻巣ライオンズクラブ主催の

アイバンクチャリティゴルフ大会開催。参加

者：8名決定 

⑭ 4月 19日（金）地区協議会（次年度事業） 

⑮ 4月 21日（日）RI第 2570地区、地区大会本

会議開催（クレアこうのす）参加者：11 名決

定 

⑯ 5月 23日（木）地区会員増強維持委員会主

催の女性会員の集い開催。出席対象者は

女性会員・女性入会候補者、締切 5 月 10

日。浦和ロイヤルパインズ、登録料は 8,000

円ですが、クラブで 5,000円負担しますので、

個人負担は 3,000円となります。 

⑰ 5 月 25 日（土）ロータリー・リーダーシップ研

究会(RLI)パートⅢ開催。5月 10日締め切り。

参加費 4,000 円はクラブ負担、別途懇親会

の 2,500 円は個人負担となります。参加者：

小畑、寺澤、松本。まだ受け付け中 

⑱ 5 月 28 日（火）商工会青年部主催、第 2 回

チャリティゴルフ大会開催。8名参加 

次回理事会予定 

2012年 5月 1日（水） 
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時間 11時 00分より  場所 群馬銀行鴻巣

支店 3F和室 

会員卓話    例会 1000回に寄せて 

津田健三 会員 

思い出話をという司会者の

要請にこたえられませんが、先

日話がでた増強についてお話

します。特に米国、日本など先

進国で会員が減少しています。

いろいろ理由はあるかと思いま

すが、大きくは 3 つあると思います。第一に会費

が高いこと。第二は例会の開催時間にあると思

います。昼間の一番忙しい時間帯では、現役の

人では出席が大変です。第三は世代交代期に

入っている事だと思います。若い人、女性、子息

等、創立 30周年に向けて、50人くらいの体制に

増強しましょう。そしてクラブ活性化に頑張りまし

ょう。 

宮城 仁 会員 

 20年の歳月が流れ、例会も

1001 回目になりました。私の

出席回数は 950 回位かと思

います。我がクラブは中小企

業とはいえ、経営者の集まり

です。毎週お会いできること

は、喜びであり、勉強になります。友として長い

お付き合いもできます。元気で頑張るロータリア

ンであり続けたいと思っています。これからもよろ

しく！！ 

加藤 勉 会員 

 歴代会長の下、日本中の祭

りに行ってきました。飾ってあ

ります会長の写真を見ると、ど

この祭りに行ったかなつかしく

思い出されます。 

 

次年度会長方針   石井英男 会長ｴﾚｸﾄ 

日本の経済はアベノミクス

（安部＋「エコノミクス」の造語）

で、デフレと円高からの脱却、

名目 3 パーセント以上の経済

成長達成などを掲げ、これを実

現するための強気な経済政策

案をかかげられています。物価目標（インフレタ

ーゲット）を 2 パーセントに設定等日銀法の大胆

な金融緩和を行うことで、日経平均株価も大きく

上がり1ドルの円高円安は、日本の経済に大きく

かかわっています。我々の身近なところでは、ま

だまだ好景気になるには少し時間がかかるのか

と思いますが、ぜひこのチャンスをいかし人々が

豊かな楽しい夢の有る人生を実感できる事を願

います。ロンD・バートンRI会長の 2013-14年度

テーマ「ロータリーを実践し、みんなに豊かな人

生を」は、まさにそのものです。 

それには、東日本大震災から 2 年が経過して、

被災者への支援する気持ちが僅かながら薄れ

てきている感じがしています。今年度は、避難さ

れている被災者の方々に支援の手を差しのべ

て行きたいと考えております。 

まさに、国際ロータリー第 2770 地区渡邊和良

ガバナーは「奉仕の心を行動に移そう」を地区

活動方針に掲げ、今がロータリアンとしての行動

を発揮し最前の努力をする事ですと言っており

ます。 

2013 年からは、ロータリーの綱領からロータリ

ーの目的に変わることになりました。ロータリーの

目的とは何か？目的に掲げてある 4つの項目を

理解し 4つのテストと共に実践し、我が鴻巣水曜

ロータリークラブが、さらに発展向上できるよう努

力を重ね、より深く理解すると共に素晴らしい奉

仕の 1年間にしたいと思います。 

未熟者な私ですが、会員の皆様をはじめ、会

員夫人のご協力を頂きより良いクラブになります

様ご指導ご鞭撻宜しくお願い致します。 

2013～2014 年度鴻巣水曜ロータリークラブの
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テーマ  「地域社会に奉仕を」 

鴻巣水曜ロータリークラブの事業目標 

1. ロンＤ・バートンＲＩ会長テーマ「ロータリーを

実践し、みんなに豊かな人生を」 

第 2770 地区 渡邊和良ガバナーの「奉仕

の心を行動に移そう」を実行する。 

2. 最近 5 年以内の素晴らしかった卓話者を紹

介し又紹介して頂く。リストを作成。 

『卓話バンク』 

3. イ RLI を全会員に参加して頂き（3 年未満

～20年以上会員）カリキュラム内容も進化し

ている為ディスカッションを楽しみましょう。 

ロ 特に出席率の良いクラブや活気、魅力

あるクラブからヒントを頂き活性化して行く。 

ハ ホーム例会で 2 ヶ月に 1 度は出席率

100%を実践する為のプログラムを設定する。 

4. ポリオ撲滅も残すとこ世界で 3 カ国になりま

した。財団目標を支援する。 

5. 会員増強は目標を純増 5 名とし、若い会員、

特に女性会員の入会をお願いする。 

6. ロータリーの活動を公共への広報に入れて

もらい、地元の共感を得られる奉仕活動の

伝道者・広報マンとして行動する。 

7. 中学生職場体験事業への協力（職業奉仕） 

職場見学会の実施。 

8. 鴻巣水曜ロータリークラブ OB 会を開き、絆

を深めよう。 

9. 地域の震災に役立つグッズ・ポスター等、各

（鴻巣）地区に提供する。 

委員会報告 

特別委員会          井上脩士 委員長 

 4月 11日（木）代表者委員会

をときで行います。委員長の参

加をお願いします。 

また、17 日（水）全体集会が、

フラワーセンターで午後 6時よ

り行われます。多くの会員・奥

様の参加をお願いします。 

出席報告         宮城 仁 委員長 

 

スマイル報告        山口光男 副 SAA 

 

 

 本日 修正 

 4 月 3 日 3 月 27 日 3 月 19 日 

 1001 回 1000 回 999 回 

 通常例会 献血例会 
4 ｸﾗﾌﾞ 

合同例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 16   

欠 席 数 15     

例会出席率 51.61% 100% 100% 

Ｍ Ｕ 数 5   

合計出席数 21 31 31 

出 席 率 67.74% 100% 100% 
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前回までの合計 489,255 円

本 日 の 合 計 21,500 円

次回繰越金合計 510,755 円  

 

 

新地区補助金事業 

鴻巣市社会福祉協議会に車椅子を寄贈 

 

 

 

編集後記 

映画「舟を編む」を観ました。出版社で新し

い辞書をつくる編集者を描いた物語で、昨年

の本屋大賞を獲得した同名の小説を映画化し

た作品です。原作を読んでみたくなるような映

画でした。お時間のある方はぜひ。   （K.T） 

今後の活動予定 

 

お客様スマイル 

吉田幸夫様…本日はお世話になります。井上会員の家族

が世界大会に参加されると聞きましたのでご挨拶に

参りました。 

佐藤芳隆様…本日は鴻巣 RC第 24回文化公演の PRに

参りました。よろしくお願い申し上げます。 

海老名寛様…文化公演会のキャラバンで例会に参加させ

ていただきます。よろしくお願いします。 

スマイル１  第 20 回ふれあい鴻巣ウォーキングの参加者を

集めましょう。協力をお願いします。  

津田健三会員・井田喜代志会員・馬場知行会員・間室照

雄会員・蓮江郁夫会員・井上脩士会員・大澤二三夫会員・

石井英男会員・小林玲子会員・宮坂良介会員・小林 功会

員・田邊 聖会員 

スマイル 2  4月 14日に鴻巣 RC主催の文化公演会があり

ます。皆様の参加お願いします。 

宮城 仁会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会

員・山口光男会員・松本安永会員・井上脩士会員 

スマイル 

4月 10日 

（水） 
休会 

4月 17日 

（水） 

第 1002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 1003回移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

5月 1日 

（水） 

第 1004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 

5月 8日 

（水） 

第 1005回通常例会 

会員卓話  

花チャリティ 

5月 15日 

（水） 

第 1006回移動例会 

東京スカイツリー見学 

5月 22日 

（水） 

第 1007回通常例会 

クラブフォーラム 

外部卓話 

5月 29日 

（水） 

第 1008回通常例会 

クラブフォーラム 

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  


