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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 

 

ロータリーソング斉唱  （奉仕の理想） 

 

四つのテスト唱和   山口光男 会員 

 

例会プログラム 

司会 井上脩士 SAA  

点鐘 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱  

四つのテスト唱和 山口光男会員 

お客様紹介 

NPO鴻巣こうのとりを育む会 伊藤鋳義様 

 宮川午太郎様 

鴻巣吹奏楽団団長 高橋由紀様 

上尾北ロータリークラブ 星野 賢様 

会長挨拶  寺澤銀三会長 

幹事報告 松本安永幹事 

外来卓話 

 NPO鴻巣こうのとりを育む会 伊藤鋳義様 

クラブフォーラム 

次年度各委員会活動方針・事業計画の発表 

  

委員会報告 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 宮城 仁副 SAA 

点鐘 

 

わ 
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会長挨拶         寺澤銀三 会長 

 ふれあい鴻巣ウォー

キングのうどん、そばの

売上はチャリティーボッ

クスの 4,000円位をふく

め 59,095 円でした。ま

た参加者は、1,751 名

でした。皆様のおかげで、大きな成果が得ら

れました。ご協力有難うございました。 

スカイツリーでは加藤勉親睦・家族委員長

のおかげで、子供の運動会の時のように、楽

しく行かせて頂きました。有難うございまし

た。 

幹事報告        松本安永 幹事 

① 5月 15日付けで、

国際ロータリー日本

事務局より事務所移

転の案内が届いて

います。 

② 5月 21日付けで、

2015-16 ガバナー・

ノミニー選出の件のお知らせが届いてい

ます。 

③ 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。浦和ロイ

ヤルパインズ、登録料は 8,000 円。クラブ

負担 5,000 円、個人負担 3,000 円。出席

予定者：長谷川信子会員、小林玲子会員、

成田志津子会員。 

④ 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 

⑤ 5月 26日（日）クリーン鴻巣市民運動開

催。 

⑥ 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。参加予定

者 8名 

⑦ 6月 6日（木）第 5グループ新旧会長幹

事会開催。 

⑧ 6月 16日（日）上尾北ロータリークラブ創

立 25周年記念式典開催。登録料 10,000

円。会長、幹事出席 

⑨ 6月 17日（月）RI第 2770地区・埼玉ゆ

ずロータリー･クラブ創立、国際ロータリー

認証状伝達式を開催 

次回理事会予定 

2012年 6月 5日（水） 

時間 11 時 00 分より  場所 群馬銀行

鴻巣支店 3F和室 

お客様紹介 

NPO鴻巣こうのとりを育む会 

代表理事 伊藤鋳義 様 

事務局長 宮川午太郎 様 

    
 

上尾北ロータリークラブ  鴻巣吹奏楽団団長 

星野 賢様         高橋由紀 様 
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鴻巣吹奏楽団団長       高橋由紀 様 

4月 27日に開催され

た第 20 回記念大会の

ふれあい鴻巣ウォーキ

ングの開会式では、ス

タートの演奏をさせて

いただき、また参加者

への配布物に当楽団

の定期演奏会のチラシを挟ませていただき

ありがとうございました。 

先日 19 日にクレアこうのすにおいて定期

演奏会を開催致しましたが、おかげさまで多

くのお客様が聴きにきて下さいました。また、

鴻巣水曜ロータリークラブ様には、スポンサ

ーとしてプログラムに広告を載せていただき

感謝申し上げます。 

私たちは、吹奏楽にあまりなじみのない方

にも楽しんで頂けるように映像や舞台装置を

駆使して演出にも力を入れております。 

これからも地元の子供たちや地域の方々

に音楽の楽しさをお伝えできるように頑張り

ますので今後ともご支援の程、よろしくお願

い申し上げます。 

 

上尾北ロータリークラブ 

創立 25周年記念事業実行委員長  

 星野 賢 様 

 6 月 16 日、上尾北ロ

ータリークラブ創立 25

周年記念式典を開催

いたします。その際、

津田さんに謝辞を頂く

のでお願いに参りまし

た。幹事の松本さんから会員のことを考えて

と言われたので、どら焼きを用意致しました。 

卓話  

特定非営利活動法人 鴻巣こうのとりを

育む会 

代表理事 

伊藤鋳義 様 

事務局長 

宮川午太郎 様 

 

本日は、鴻巣水曜ロータリークラブ定例会

にお招きいただき有り難うございました。私ど

もの会は「コウノトリを鴻巣の空に呼び戻そ

う。」と活動しております。 

コウノトリも生息することができる環境は、

様々な命が重なりつながっている「豊かな生

物環境」が必要です。このため、25 年度も小

学生を中心にした環境教育、当会管理のビ

オトープ保全活動、また、新しい試みとして

耕作者のご理解を頂き、冬期も水田に水を

張り水性生物が生息できるようなモデル水田

の事業も開始する予定であります。このよう

な活動をすることにより、コウノトリ伝説のある

鴻巣の街でコウノトリ飼育の誘導をしていき

たいと考えています。そのためには、多くの

市民のご理解が必要であります。 

鴻巣水曜ロータリークラブの皆様方には

今回のご縁を機会に各方面へ当法人の活

動を宣伝頂ければ幸いです。なお、スタート

したばかりの「よちよち歩き」の会ですので併

せてご支援、ご協力をお願いし御礼の言葉

とさせて頂きます。 

有り難う御座いました。 
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クラブフォーラム 

次年度活動方針 

内容は、配布しました資料に基づきます

ので省略致します 

山口光男 次年度幹事 

 

管理運営部門      奉仕プロジェクト部門 

小林玲子 部門長    大澤二三夫 部門長 

   

青少年部門        クラブ活性化部門 

井上脩士 部門長    寺澤銀三 部門長 

   

プログラム委員会     会員増強委員会 

馬場知行 委員長    小林忠司 委員長 

   

特別委員会        出席委員会 

松本安永 委員長    加藤 勉 委員長 

   

米山記念奨学委員会 

小畑正勝 委員長 

 

委員会報告 

親睦・家族委員会     加藤 勉 会員 

 5月15日水曜日に東

京スカイツリー見学を

行います。当日鴻巣駅

に 8 時集合、8 時 9 分

発の上野行き乗車しま

す。24名の参加希望を

いただきました。切符は取得済みです。万一

欠席の場合でも返金はできませんので、全

員の出席をお願いします。 

また最終例会コンペを行います。6 月 19

日水曜日に吉見ゴルフ場予約済みです。大

勢の参加をお願い致します。 
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5月 26日クリーン鴻巣の日にふるさとの杜

の草取りを行います。9 時に現地集合でお

願い致します。 

 

出席報告       仁見惠美子 委員 

 

 

 

スマイル報告      小畑正勝 副 SAA 

 

前回までの合計 549,755 円
本 日 の 合 計 17,000 円
次回繰越金合計 566,755 円  

 

 

 

 

 

編集後記 

 上尾北 RC創立 25周年記念ゴルフ大会で、

寺澤会長の代理で出席し、星野様とは一緒

の組で回らさせていただきました。とても楽し

い思い出です。どら焼きも美味しく頂き、また

星野様との思い出が出来ました。   R.K 

 

お客様スマイル   

星野 賢様 

スマイル１  NPO こうのとりを育む会の皆様、ようこそ！！ 
卓話よろしくお願いします 

津田健三会員・小林忠司会員・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・松本安永会員・井上脩士会員・大澤二三夫会

員・石井英男会員・長谷川信子・仁見惠美子会員・小林玲

子会員・小林 功会員 

 本日 修正 

 5月 22日 5月 15日 5月 8日 

 1007回 1006回 1005回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 17  18 

欠 席 数 13  13 

例会出席率 58.1% 100% 58.1% 

Ｍ Ｕ 数 4  3 

合計出席数 21 31 21 

出 席 率 67.74% 100% 67.74% 
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今後の活動予定 

 

 

 

５月 29日 

（水） 

第 1008回通常例会 

クラブフォーラム 

６月 5日 

（水） 

第 1009回通常例会 

会員誕生月祝い・結婚月祝い 

会員卓話 松村豪一会員 

6月 12日 

（水） 

第 1010回通常例会 

クラブ協議会 

外来卓話 鴻巣市市議会議員 

矢部一夫前議長 

6月 19日 

（水） 

第 1011回移動例会 

親睦ゴルフ 

最終例会 和風レストランとき 

6月 23日 

～26日 

国際大会 

リスボン（ポルトガル） 

6月 26日 

（水） 
休会 

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 


