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例会開始前の握手会 

ロータリーソング斉唱    （我等の生業） 

 

四つのテスト唱和      宮城 仁 会員 

 

例会プログラム 

司会 馬場知行副 SAA  

点鐘 

国歌斉唱 

ロータリーソング（我等の生業）斉唱 

四つのテスト唱和 宮城 仁会員 

会長挨拶 石井英男会長 

幹事報告 山口光男幹事 

退会挨拶 久保田有一様 

委員会報告 クラブ管理運営部門 小林玲子部門長 

クラブフォーラム 

奉仕プロジェクト部門 大澤二三夫部門長 

国際奉仕委員会 加藤文男委員長 

青少年奉仕部門 井上脩士部門長 

ライラ委員会 坂口正城委員長 

クラブ会報委員会 田邊 聖委員長 

新世代育成委員会 宮城 仁委員長 

ロータリー財団・米山記念奨学部門 

 津田健三部門長 

ロータリー財団委員会 小林忠司委員長 

米山記念奨学委員会 小畑正勝委員長 

出席報告 仁見恵美子副委員長 

スマイル報告 小林玲子副 SAA 

点鐘 
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お客様 

 

鴻巣市商工会青年部の皆様がこうのす花火大

会の PRのため来訪されました。 

会長挨拶           石井英男 会長 

 皆さんこんにちは 参院選は

投票日まで、あと 4日を切りまし

た。ラストスパートをかける各陣

営にとって気がかりなのが、投

票率の行方で、参院選は 1995

年に、過去最低の 44.5%を記録

したが、一方で昨年の衆院選

(小選挙区)の投票率は戦後最低の 59%、先月、

6 月の東京都議選は 43.5%で過去 2 番目に低

かった。 

 島沢諭(43 才)総合研究開発機構、主任研究

員は「今回の参院選は、国を二分する大きな争

点がなく投票率が上がりにくい傾向にあり、こう

いう時こそ各党は、有権者が身近な問題として、

考えられるよう訴え方を工夫すべきだろうと、い

っています。4 年前の政権交代で何も変わらな

かったので、今度は日本経済、大きく変わるこ

と、期待したいネット選挙が若者にも支持を広

げられるか。一人一人が豊かな、幸せになるこ

とを願いロータリー会員として日本が良くなれ

ば、国際ロータリーに貢献もでき、紛争の無い

世界が平和になれることを願います。最後に投

票は自由参加ですが、参加投票することに意

義有りとおもいます。 

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10日(水)管理運営部門

委員会 和風レストランとき 

③ 7月13日(土)新世代セミナ

ー プラザイースト 石井会長、

井上脩士 

④ 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  

 石井会長、寺澤銀三、松本安永、山口

光男 

⑤ 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 

⑥ 7月27日(土)ロータリー財団セミナー さ

いたま共済会館大ホール 

出席予定者 石井会長、小林忠司  

⑦ 8月3日(土)米山記念奨学部門ｾﾐﾅｰ ラ

フレさいたま 出席予定者 石井会長、

小畑正勝 

⑧ 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、馬場知行、間室照雄 

⑨ 8月31日(土)広報部門セミナー 川口キ

ュウポラ・フレンディア 出席予定者 石

井会長、寺澤銀三、田邊聖 

退会挨拶             久保田有一 様 

皆さまこんにちは。6月 30日

をもちまして退会いたしました。 

体調の事もあり、なかなか出

席できず、これ以上皆様にご迷

惑をかける事も出来ないと思い

退会を決意いたしました。皆様

のご健勝と鴻巣水曜ロータリークラブの益々の

ご発展をご祈念いたしまして退会の挨拶とさせ

て頂きます。 
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委員会報告 

管理運営部門会       小林玲子 部門長 

 平成 25年 7月 10日（水）、

和風レストランときで午後 7時

～開催しました。（クラブ会報

委員会は 6時半～）中・長期

計画委員会、プログラム委員

会、出席委員、会親睦・家族

委員会、クラブ会報委員会の

5委員会合同。小林（玲）委員長、馬場知行委

員長、松本副委員長、加藤勉委員長、間室委

員長、寺西副委員長、成田委員、田邊委員長、

小林功副委員長、長谷川委員、柿沼委員、井

上会員（クラブ会報アドバイザー）の 12名の参

加でした。石井会長、山口幹事は、第五グル

ープの会長幹事会で欠席でしたが、開催の了

解を頂きました。 

各委員会の上半期の予定について 

(ア)  中・長期計画委員会 21年間の棚卸をす

る。更に植樹をしたらどうか。花や実の成る

木はどうか。青少年の為に成る事はどう

か。 

(イ)  プログラム委員会 ２ヶ月に一回はホーム

例会の出席率 100パーセントをめざすプロ

グラム内容を設定する。過去の卓話者又

聞きたい人や、会員の例会卓話を実施す

る。 

(ウ)  出席委員会 出席率向上に努める。その

為に前年度から始めた毎月クラブ例会の

ご案内、月別出席表を発行します。また例

会食事は、季節に合ったのを工夫して用

意します。 

(エ)  親睦・家族委員会 第1016回移動例会7

月 31 日映画鑑賞会を詳しく調べて発表し

ます。第 1019 回移動例会 8月 28日バー

ベキュー、第 1023回移動例会,職場訪問、

親睦旅行を詳しく発表できるようにします。 

(オ)  クラブ会報委員会 委員による手作りの

会報がスムーズに出来るようにために、マ

ニュアルの勉強会を実施します。 

クラブフォーラム 

進行                石井英男 会長 

 

奉仕プロジェクト部門  大澤二三夫 部門長 

渡邊和良ガバナーの「奉仕

の心を行動に移そう」のもと、

当クラブでは会長方針で「地

域社会に奉仕を」を掲げ、事

業方針では中学生職場体験

事業の協力、そして、地域の

震災に役立つ奉仕、又、ふれ

あい鴻巣ウォーキングでは、活動を公共の

広報に掲載して戴き、地元の共感を得られ

る奉仕活動を目指したいと思います。 

国際奉仕委員会       加藤文男 委員長 

ロータリークラブの国際奉仕

といいますと、個人的には国外

の RC とタイアップして、そのク

ラブと共同して現地で何らかの

奉仕を行うというイメージがあり

ます。事実国際奉仕の代表的

な手法として定着していると思

います。 

 鴻巣水曜ロータリークラブにとってよりふさわ

しい国際奉仕の手法があると思います。 

今年度その方向をメンバー全員で考える一

年間にしたいと思います。具体的な作業として

二回のクラブ協議会を開き、アンケートの実施、

具体例の紹介等でひとつの方向を見出したい

と思います。 
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青少年奉仕部門      井上脩士 部門長 

 「すべてのロータリアンは青

少年の模範となれ」 

我がクラブがこれまで新世代

育成に一貫として取り組んで

きたプログラムを継続していき

ます。本年度は交換留学生

の受け入れ、派遣の予定はないが今後の受け

入れ、派遣を検討していきます。 

ライラ委員会         坂口正城 委員長 

会長方針に則り地域及び

海外に対しても教育的、人道

的に奉仕活動を立案して、実

行に向かい全力で努力する。

そのためには、各委員会との

連携を惜しまず、積極的に参

加し、その支援に取り組む。 

新世代育成委員会      宮城 仁 委員長 

地域中学生、企業職場体

験プログラム及びゲストテ

ィーチャー等の要請に応え

られる体制を整えると共に、

地域の青少年と共に事業を

立案する。 

 

ロータリー財団・米山記念奨学部門 

津田健三 部門長 

何故かこの年寄りの私に部

門長がまわってきました。財

団の委員長小林さん、米山記

念奨学部門の小畑さん両人と

も能力ある方なので引き受け

ます。 

ロータリー平和フェロー候補者を出来るだけ

多く推薦し、平和と紛争解決の分野で活動す

る若者を1人でも多く日本からも出すよう努力し

たいものです。今まで平和フェロー卒業生は

800 人近くにもなりますが、日本人の卒業生は

34 名です。非常に少なすぎます。平和憲法を

唱える日本として残念です。採用学生の面接

試験を担当し強く感じたことは、推薦する大学

の先生の言葉として異国に来て勉学に励もうと

する学生の積極的姿勢を目の当たりにする時、

全員を合格にしたいと感じました。そう云うこと

ですので是非地区の寄付の増進委員会に協

力しましょう。 

ロータリー財団委員会   小林忠司 委員長 

ロータリー財団は、ロータリー

活動の根幹をなすものです。本

年は、｢未来の夢計画｣本格導

入します。これをふまえて、会

員の皆様に｢未来の夢計画｣を

理解していただき、国際ロータ

リー財団を支援したい。 

米山記念奨学委員会    小畑正勝 委員長 

方 針   

 財団法人ロータリー米山記念

奨学会事業は、全国のロ－タリ

アン寄付を財源として日本で学

ぶ、私費外国人留学生に奨学

金を支給・支援する国際奨学事

業です。第 2770 地区では米山記念奨学部門セミ

ナーを平成 25年 8月 3日ラフレさいたまで、学友

委員会と増進委員会で開催致します。 

皆さまへは今以上米山記念奨学制度をご理

解いただける様、宜しくお願い申し上げます。 

活 動   

１．クラブ会員一人当たり目標 2 万円の米山記

念奨学寄付金 60 万円は、奨学寄付金の半

額 1万円×30名分は会費の中より寄付しま

す、 残り目標奨学寄付金 30 万円は 15 名

の会員に 2 万円以上の寄付で目標額を達

成する計画です。 本年も目標米山記念奨

学寄付金は、ロ－タリアン皆様にひろくお願

いして 100%を達成したいと考えております。 

２．米山記念奨学学生との交流 
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出席報告      仁見惠美子 副委員長 

 

 

 

スマイル報告       小林玲子 副 SAA 

 

 

お客様スマイル 

久保田有一様…長い間お世話になりました。 

個人スマイル  

津田健三会員…入会同期の久保田さんが退会されること

は私にとって寂しいかぎりです。何時も言いたいこ

とを言って笑って来た仲でせめてゴルフでも一緒

に楽しんで行きたい。いつまでも元気で。 

スマイル 1  本日のクラブフォーラムよろしくお願いします。 

宮城 仁会員・山口光男会員・井上脩士会員・仁見惠美

子会員・田邊 聖会員 

スマイル 2  久保田有一様長い間大変お世話になりまし

た。 

小林忠司会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・寺澤銀三

会員・馬場知行会員・加藤文男会員・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・寺西修身会員 

前回までの合計 50,000 円

本 日 の 合 計 25,000 円

次回繰越金合計 75,000 円  

 本日 修正 

 7月 17日 7月 10日 7月 3日 

 1014回 1013回 1012回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 30 30 30 

出 席 数 20 23 23 

欠 席 数 10 7 7 

例会出席率 66.67% 76.67% 83.44% 

Ｍ Ｕ 数 2 3 3 

合計出席数 22 26 25 

出 席 率 73.33% 86.67% 90% 
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ふるさとの杜 

サンシュユ（山茱萸）      小林忠司 会員 

 

 高さ 3-15ｍになる落葉小高木。樹皮は薄茶

色で、葉は互生し長さ 4-10ｃｍほどの楕円形で

両面に毛がある。3 月から 5 月にかけ、若葉に

先立って花弁が 4 枚ある鮮黄色の小花を木一

面に集めてつける。花弁は 4 個で反り返り、雄

蕊は 4個。夏には葉がイラガやカナブンの食害

を受ける。晩秋に付ける紅色楕円形の実は渋

くて生食には向かない。 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

高校野球のシーズンになりました。先日母校

の応援に行ってきましたが、3 回戦敗退でした。

完敗でしたが、後輩たちのひたむきな姿勢に

元気をもらいました。           （K.T） 

 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

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 

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） 
法定休会 

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 


