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例会開始前の握手会 

ロータリーソング斉唱    （我らの生業） 

四つのテスト唱和     寺澤銀三 会員 

 

例会プログラム 

司会 間室照雄副 SAA  

点鐘 

 国歌斉唱 

ロータリーソング（我らの生業）斉唱 

四つのテスト唱和 寺澤銀三会員 

会長挨拶 石井英男会長 

幹事報告 山口光男幹事 

卓話 

2770地区ガバナー補佐 星野一雄様 

第 5グループガバナー補佐幹事 本田 守様 

クラブフォーラム 

クラブ管理運営部門 小林玲子部門長 

プログラム委員会 馬場知行委員長 

出席委員会 加藤 勉委員長 

親睦・家族委員会 間室照雄委員長 

クラブ会報委員会 田邊 聖委員長 

クラブ活性化部門 寺澤銀三部門長 

会員増強委員会 小林忠司委員長 

職業分類・会員選考委員会 長谷川信子委員長 

出席報告 仁見恵美子副委員長 

スマイル報告 馬場知行副 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   

地域社会に奉仕を  

第 1013回例会 2013年７月 10日 

日 
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会長挨拶           石井英男 会長  

 皆さんこんにちは。ここ数日

間、大変な猛暑ですが、ホー

ム例会に多数出席して頂まし

てありがとうございます。 

本日のお客様を紹介します。

2770地区第5グループガバナ

ー補佐 星野一雄様、ガバナ

ー補佐幹事 本田守様、また、こうのすシネマ

からは支配人､斎藤徹様がお越し下さいました。

どうぞよろしくお願い致します。 

わが社、マイニチ自販の話ですが、先日、加

須市騎西中学校 2年生 6名が今年も職場体験

学習の挨拶に来ました。職場体験は、7月 31日

～8 月 2 日 3 日間の研修です。1 日目は車の

洗車体験してもらいます。2 日目は熊谷陸運局

と大宮陸運局に 3 名ずつに分かれ、お客様の

印鑑証明・住民票がナンバーの代名詞になりま

す登録車のナンバープレート取りつけ・車検シ

ステム等、見学コースに参加してもらいます。3

日目は工場長が講師になり、エンジンの分解・

取り付けなど工具を使い体験してもらい、体験

学習修了書を渡す予定です。 

最後に 6月のリスボン国際大会での津田さん

と寺澤さんのお土産、会長・幹事にネクタイを会

員の代表として頂き、また全会員にピンズ（リス

ボンロータリーバッジ)を頂きまして、大変ありが

とうございました。 

幹事報告          山口光男 幹事 

① 7月10日(水)第5グループ

会長幹事会 上尾恵比寿

亭 石井、山口 

② 7月13日(土)新世代セミナ

ー  プ ラ ザ イ ー ス ト          

出席予定者 石井会長、

井上脩士、宮城仁 

③ 7月17日(水)社会チャレンジ事業のぼり旗

贈呈式鴻巣市役所 午後4時 出席予定者 

石井会長、寺澤銀三、松本安永、山口光

男 

④ 7月20日(土)奉仕プロジェクトセミナー 戸

田市文化会館 出席予定者 石井会長、

大澤二三夫、蓮江郁夫、加藤文男 

⑤ 7月27日(土)ロータリー財団セミナー さい

たま共済会館 

出席予定者 石井会長、小林忠司  

⑥ 8月3日(土)米山記念奨学部門セミナー ラ

フレさいたま3階 

出席予定者 石井会長、小畑正勝 

⑦ 8月10日(土)管理運営部門セミナー 埼玉

県民健康センター 出席予定者石井会長、

小林玲子、大澤二三夫、寺澤銀三 

⑧ 井田喜代志会員 ７月13日退院 ７月末ま

で休み 

卓話 

第 2770地区  ガバナー補佐 星野一雄 様 

皆さまこんにちは！上尾西ク

ラブの星野でございます。ガバ

ナー補佐という大役を仰せつか

りましてとても緊張しております。

ガバナー補佐の役割は文字通

りガバナーを補佐して地区の運

営がスムーズに且つ活発な活

動ができるようにこの第 5 グループをまとめてゆ

くのが私に与えられた任務であろうと思っており

ますが、皆様のご協力をいただきながら一年間

務めてまいりますので、どうぞよろしくお願いし

ます。 

既にご存知と思いますが、今年度 RI 会長は

アメリカオクラホマ出身の弁護士でロン D．バー

トンさんといいます。「ロータリーを実践し、みん

なに豊かな人生を」Ｅｎｇage Ｒｏｔａｒｙ，Ｃｈａｎｇｅ 

Ｌｉｖｅｓを今年度のテーマとされました。 

このテーマをふまえて 2770 地区渡邊和良

（浦和北 RC）がバナーは「奉仕の心を行動に移

そう」を地区活動方針のテーマといたしました。

各クラブで奉仕プロジェクトを増やし、地域でよ

い事をし、ロータリーのブランドイメージを高め
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ていきましょう。そうおっしゃっています。 

私は今年度第 5 グループとして次のふたつ

の事を実践して参りたいと思っております。一つ

目は合同例会の実施です。グループ内 8クラブ

が、クラブ年度前半と後半に１回ずつ、計 2 回

開催して頂くことをお願いしたいと思っておりま

す。グループ内の交流と理解を深めることが目

的であります。もう一つは IM ですが、例年と趣

向を少し変えまして、RI と地区のテーマでもあり

ます「奉仕の実践」に取り組みたいと思います。

具体的には、ポリオ撲滅のための募金活動をグ

ループ内各クラブの会長さんに IM 実行委員会

の副委員長に就任願うことになっておりますが、

詳細につきましては実行委員会で企画いたしま

して皆様にご案内させていただきます。 

ロータリーの基本はなんと言っても夫々のクラ

ブにあると思います。各クラブの歴史、伝統、そ

して会員同士の強い絆が何よりも大切なのでは

ないでしょうか！ロータリーのルールは遵守しな

がらも、各クラブが夫々に特色をもった活動を

展開してゆくことが、より強い会員意識の向上へ

と繋がるはずであります。鴻巣水曜ロータリーク

ラブさんの今年度会長は石井さん、幹事は山口

さんです。どうぞお二人を中心に活発で楽しい

クラブライフをお過ごしいただきたくお願い申し

上げます。 

ここで私をアシストしていだく補佐幹事をご紹

介いたします。上尾西クラブの本田守さんです。

私共々宜しくお願いします。鴻巣水曜ロータリ

ークラブさんの益々の御隆盛と会員の皆様のご

健勝を心よりご祈念申し上げまして御挨拶とさ

せていただきます。 

第 5グループ補佐幹事       本田 守 様 

 私は昭和 27年生まれで、寄

居町の出身です。1993年の入

会で 2007－2008年にクラブの

会長を務めました。石井会長、

山口幹事ご就任おめでとうござ

います。 

お客様   こうのすシネマ 
サイトマネージャー 

斎藤 徹 様 

（こうのすシネマ営業開始の

御挨拶に来訪されました。） 

 

 

クラブフォーラム  進行 石井英男 会長 

 

クラブ管理運営部門     小林玲子 部門長 

今年度は、魅力あるクラブ、

力強いクラブ、活気のあるクラ

ブ、充実したクラブ、にするため

に、中長期委員会、プログラム

委員会、出席委員会、親睦・家

族委員会、クラブクラブ会報委

員会と何が必要であるかを考え、実践して行き

たいと思います。 

中・長期委員会        小林玲子 委員長 

創立 25 年、30 年後のわがクラブを見据えて、

地域に根ざしたロータリー活動を目指すことを

基本理念において活動したいと思います。 

皆様 、ご協力を宜しくお願い致します。 

プログラム委員会       馬場知行 委員長 

ロータリー活動の基本である

出席をいかに高めていくか、そ

れには魅力ある楽しいプログラ

ムが用意されていなければな

らない。特に例会では、勉強に

なる卓話もあれば、出席者全

員が笑顔で喜ぶという様なメリハリのある場とし

たい。親睦・家族及び出席委員会と連携し、より

バランスのとれたプログラムを作ります。 

 



   4 / 6 

 

 
 

出席委員会          加藤 勉 委員長 

 クラブの活性化のためには、

家族の理解が大切です。家族

が参加できる機会を増やし、

会員同士が共に高めあうこと

のできるプログラムを企画しま

す。 

親睦・家族委員会      間室照雄 委員長 

 試写会の日にこうのすシネ

マに行ってまいりました。当日

の上映表と 1 週間の上映表が

あります。詳しいプログラムは 1

週間前にならないとわかりませ

んが、入り次第お知らせいたし

ます。 

今年の親睦は、家族の参加できる、ボーリン

グや映画鑑賞などを中心にご案内いたします。

ゴルフは久保田さん加藤さんを中心に第 3木曜

ゴルフを続けますので、ご協力ください。今年の

親睦旅行は東北六魂祭ということで、東北 6 県

の代表的なお祭りが一度に見られるお祭りです。

日程は 6 月ということですので予定に入れてお

いてください。これも日程と会場が決まっていま

せん、10月頃に決定になるということです。 

クラブ会報委員会       田邊 聖 委員長 

委員による手作りの会報を

作成します。移動例会も含め

すべての例会で作成し、翌例

会には発行できる体制を構築

します。会員の皆さまに関心

を持って読んで頂けるような

内容になるように努めます。 

クラブ活性化部門      寺澤銀三 部門長 

前年度、若き会員が 3名も入

会し、益々リフレッシュされるこ

とを期待いたします。これを機

会に前向きに行動を興し想像

力豊かなクラブにしたいと考え

ています。渡邊ガバナーは「奉

仕の心を行動に移そう」掲げ、我がクラブのテ

ーマは「地域社会に奉仕を」掲げています。こ

の二つのテーマの認識を深めることによって、

高い意識と価値観につながることと思います。 

ロータリー情報・広報・雑誌・ＩＴ委員会 

寺澤銀三 委員長 

ロータリーの情報を広く一般社会へ広報する

とともに、会員に対しても情報の伝達をし、情報

を共有してまいります。 

会員増強委員会       小林忠司 委員長 

先行不透明な日本経済の中

で、ロータリー活動はどうあるべ

きか考えながら地区の活動方

針「奉仕の心を活動に移そう」

を基に会員の増強を計ります。 

 

職業分類・会員選考委員会  

長谷川信子 委員長 

尊敬する高野剛様に敬意を

表し、初心にかえり努めます。 

活動計画及び実施方法 

1. 時代にあった所業分類

の見直しをします。 

2. 会員との意見交換の場

を設けたい。 

3. 鴻巣の産業とは何か、改めて発見発掘

に努めます。 

 

出席報告      仁見恵美子 副委員長 
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スマイル報告        馬場知行 副 SAA 

 

お客様スマイル 

星野一雄様…お世話になります。 

本田 守様…お世話になります。 

斎藤 徹様…こうのすシネマで鴻巣を盛り上げて行きた

いです。 

個人スマイル  

小林忠司会員…商工会青年部花火大会の協賛金御協

力お願いします。 

長谷川信子会員…こうのすシネマをみんなでもりあげま

しょう。 

スマイル 1  星野ガバナー補佐、本田補佐幹事ようこ

そ。今年度よろしくお願いいたします。 

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・・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・田

邊 聖会員・松村豪一会員・寺西修身会員 

前回までの合計 25,000 円

本 日 の 合 計 25,000 円

次回繰越金合計 50,000 円  

ふるさとの杜 

ジューンベリー         久保田有一 様 

 

落葉で樹高は 0.5～8ｍほど。早春に 5 弁の

白い花を咲かせ、果実は直径 7-10ｍｍ、6月頃

に黒紫に熟し、細かい種子を含む。果実が 6月

（Jｕｎｅ）に収穫できるとこらから、ジューンベリー

という名称がついた。 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

ガバナー補佐の星野様が来訪されました。

卓話の原稿を依頼したところ快諾。驚いたこと

に翌日には送信して頂きました。（感謝！）編集

担当の私はというと、作業は後回しで発行が早

くも一週遅れになってしまいました。（陳謝） 

翌例会発行に向けて最大限の努力をいたし

ます。                     （K.T） 

 本日 修正 

 7月 10日 7月 3日  

 1013回 1012回  

 通常例会 通常例会  

会 員 数 30 30  

出 席 数 23 25  

欠 席 数 7 5  

例会出席率 76.67% 83.33%  

Ｍ Ｕ 数 3 2  

合計出席数 26 27  

出 席 率 86.67% 90%  
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

7月 17日 

（水） 

第 1014回 通常例会 

クラブフォーラム 

7月 24日 

（水） 

第 1015回 通常例会 

会員卓話 

7月 31日 

（水） 

第 1016回 移動例会 

映画鑑賞会 

8月 7日 

（水） 

第 1017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 

8月 14日 

（水） 
休会 

8月 21日 

（水） 

第 1018回 通常例会 

外来卓話 

8月 28日 

（水） 

第 1019回 移動例会 

バーベキュー 

9月 4日 

（水） 

第 1020回 通常例会 

会員誕生月祝い 

令夫人誕生月祝い 

卓話 

9月 11日 

（水） 

第 1021回 移動例会 

桶川クラブ主幹による合同例会 

9月 18日 

（水） 

第 1022回 通常例会 

外来卓話 

9月 25日 

（水） 

第 1023回 移動例会 

職場訪問 

クラブ会報委員会 

委員長  田邊 聖     副委員長  小林 功 

委  員  長谷川信子 柿沼洋一 小林玲子 寺西修身 


