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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  仁見恵美子 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 仁見恵美子会員 

お客様紹介 

鴻巣市市議会前議長 矢部一夫様 

会長挨拶  寺澤銀三会長 

幹事報告 松本安永幹事 

外来卓話 

 鴻巣市市議会前議長 矢部一夫様 

報告（RID2820地区大会） 津田健三会員 

委員会報告 

次年度幹事 山口光男会員 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

次年度 R財団・米山記念奨学部門 津田健三部門長 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 加藤 勉副 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 1010回例会 2013年 6月 12日 

日 
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会長挨拶         寺澤銀三 会長 

 本日は、矢部議員卓話有

難うございます。よろしくお

願いします。 

 

 

 

幹事報告        松本安永 幹事 

報告事項 

① 6 月 6 日（木）第 5

グループ新旧会長

幹事会・懇話会との

合同懇親会開催。

出席者：津田パスト

ガバナー・小畑パストガバナー補佐・

寺沢会長・松本幹事・石井次年度会

長・山口次年度幹事 

② 6 月 7 日付け地区よりの通知：地区ロ

ータリー財団プログラム、地区大会等

におけるポリオプラスの寄付、総額

75,000 円全額を寄付。各クラブ 10 ド

ルを 6月末 R財団月間報告において

加算 

③ 6 月 7 日（金）2012-2013 下期パスト

会長会開催、12 名出席。その席にお

いて、理事会継続審議案件である、

教育委員会からの要望の中学生職

場体験の事業所に設置するのぼり旗

の作成について、今年度事業として

実施することになりました。 

④ 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 

⑤ 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。当クラ

ブとしての出席は、なし。 

⑥ 井田喜代志会員の件：明日、伊奈ガ

ンセンターへの入院が決まりました。

10～14 日間程度とのことですが、ベ

ッド姿を見られたくないので見舞いに

は来ないでほしいと本人の希望です。

退院して元気になったところで皆さん

と一緒に飲み会でもやりたいとのこと

です。 

卓話  

鴻巣市市議会議員（前議長） 

矢部一夫 様 

議長の立場で一年間

の鴻巣市政報告を皆さん

にお伝えしようと考えて

おりましたが、3 月末で議

長退任しましたので一議

員としてお話しさせて頂く

こといたします。小畑さん、山口さんと同じ常

光地区に住んでおります。25 年度予算書を

参考にして下さい。 

合併以降の事業が着々と進んでいます。

4 月より市民活動センターがオープンし、パ

スポートセンター、就労支援センター（障害

者支援含む）、市民サービスコーナーなどが

始まっています。吹上パークゴルフ場の 18

ホール増設、三谷橋・大間線の開通・今後

二期整備事業の開始。 

25 年度鴻巣市一般会計予算額、367 億

円、特別会計（保険など）を入れると 646 億

円。 

7 月 5 日（金）市民の文化・福祉を目的に

映画館がオープンします。多くの市民に鑑

賞して頂きたい。中山道宿場会議「鴻巣宿」

大会、10月 19・20日開催。市内学校の耐震

化事業がほぼ完了する。市内防犯灯を 3 年

かけて順次 LED へ切り替える。鴻巣駅西口

前の整備。渋井橋架け替え工事。 

国保税徴収を所得割・均等割の 2 方式で

行う。いくらか減税になります。 

市民プール跡地、子供・親が一緒に遊べ

る場所にする。元荒川緑道整備・川里中央
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公園整備。 

鴻巣市庁舎の耐震化、第二庁舎を本庁

舎へ移転させる。 

RID2820地区大会報告  津田健三 会員 

4月 27日（土）PM5：00 

実行委員の皆様に依

る協議会 初対面挨拶 

         PM6：00～ 

実行委員の皆様に依

る懇談会 挨拶（評価） 

4月 28日（日）AM9：00～ 

地区大会 第１日目 会長幹事会 

59 クラブ 2,022名会員 

・ロータリー財団について 

・RI戦略計画 

・わが地区の広報活動 

 AM11：31～会長幹事会 

・RID2820の目標（目標は高く） 

 PM1：49～第１日目本会議 

・アルフレッド・ノーベルについて 

・元気なクラブとは 

・ロータリーを楽しもう 

・クラブ活性化の手法 

 PM5：00～ 

RI会長代理  歓迎晩餐会 

・盛大な歓迎会の御礼 

・茨城県の素晴らしさ 

4月 29日（月）AM9：00～ 

地区大会 第 2日目 本会議 

・RI会長のメッセージ 

・現況報告 

・RI会長の言葉 

・RPCMGI（ロータリー平和センター） 

・映像 

 PM2：03～第 2日目本会議 

・素晴らしいロータリアン 

・リスボン国際大会 

・広島での国際フォーラム 

 PM2：30～ 大懇親会 

話す機会  計 8回 

委員会報告 

親睦・家族委員会     加藤 勉 会員 

6月19日（水）吉見ゴ

ルフ場にてゴルフコン

ペを開催します。16 名

の参加を頂きました。8

時 20 分集合ですので

時間厳守でお願いしま

す。天気予報は雨模様ですが皆さんの力で

天気は良くなるよう頑張ってください。 

次年度幹事         山口光男 会員 

次年度年度計画書の

「会員写真」の変更希望の

会員は写真を私か事務局

へデータで送って下さい。

お願いします。 

 

次年度ロータリー財団・米山記念奨学部門 

津田健三 部門長 

次年度のロータリー財

団・小林忠司委員長、米

山記念奨学委員会・小畑

委員長がともに次年度の

計画を立てています。私

は、クラブとしての目標額を達成するよう働き

がけを行っていきます。 

財団のほうで一言だけお願いしておきた

いことは、「平和フェロー」のことです。今まで、

8 年間で世界に 800 名の卒業生がいます。

紛争解決のために働いていただく 2 年間の

平和フェローの卒業生です。しかし、日本か

らは 34 名の学生しかいません。是非、それ

にふさわしい人がいれば地区から推薦して

いただきたいというお話があります。 

米山記念奨学生の話ですが、実は毎年

800名づつ募集して日本で支援してきました。

しかし、会員数減少により寄付額が少なくな

って支援への資金が回らなくなって、本年度

は、700名、100名減らしました。当地区では
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20 数名、面接試験を通して奨学生として推

薦でき、私は面接官として立ち会いました。

大学教授から素晴らしい学生を推薦してもら

うのですが、三分の一しか採れません。非常

に残念です。日本で勉強して、日本のことを

よく理解し、世界に向けて発信の出来る人た

ちです。米山奨学生を大量に実は出したい

というのが本音です。 

 

出席報告        宮城 仁 委員長 

 

 

 

スマイル報告      加藤 勉 副 SAA 

 
 

 

前回までの合計 605,755 円
本 日 の 合 計 20,000 円
次回繰越金合計 625,755 円  

 

編集後記 

今回が寺澤年度最後の会報です。会員

の皆さまの協力のもとすばらしい手作りの会

報ができました。次年度、石井年度も協力の

ほどよろしくお願いします。ありがとうござい

ました。                   （S.I） 

 

 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 本日 修正 

 6月 12日 6月 5日 5月 29日 

 1010回 1009回 1008回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 21 17 17 

欠 席 数 10 14 14 

例会出席率 67.74% 54.83% 54.83% 

Ｍ Ｕ 数 4 4 4 

合計出席数 25 21 21 

出 席 率 80.65% 67.74% 67.74% 

スマイル１  矢部一夫前鴻巣市市議会議長様ようこそ！ 

卓話よろしくお願いします。 

津田健三会員・小林忠司会員・宮城 仁会員・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・加藤文男会員・井

上脩士会員・大澤二三夫会員・石井英男会員・仁見惠美

子会員・坂口正城会員・小林玲子会員・小林 功会員・松

村豪一会員・寺西修身会員 

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 

７月 3日 

（水） 

第 1012回通常例会 

会員誕生月祝い・結婚月祝い 

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 


