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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） 

 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和 

蓮江郁夫 会員 

 

例会プログラム 

司会 井田喜代志 SAA  

点鐘 

 国歌斉唱 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

ロータリーの目的唱和 

四つのテスト唱和 蓮江郁夫会員 

お客様紹介 

北本ロータリークラブ 会長 吉田幸夫様 

 細野潤一様 

会員誕生祝い 

山川泰利会員 寺西修身会員 

奥様誕生祝い 

宮城明美様 坂口典江様 小林智子様 松村寿子様 

奥様誕生祝い 

間室照雄会員 宮阪良介会員  

乾杯 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 

卓話 馬場知行会員 

委員会報告 

クラブ活性化部門 寺澤銀三部門長 

出席報告 仁見惠美子会員 

スマイル報告 加藤 勉副 SAA 

点鐘 

 

わ 
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お客様紹介 

北本ロータリークラブ会長 吉田幸夫 様 

 

細野潤一 様 

 

会員誕生祝い      寺西修身 会員 

 

奥様誕生祝い         坂口典江 様 

 

宮城明美 様 

 

小林智子 様 

 

松村寿子 様 

 

結婚月祝い         間室照雄 会員 

 

乾杯                宮城 仁 会員 
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会員誕生祝い      寺西修身 会員 

9月 6日で満 57歳になり

ます。ロータリークラブでは

まだまだ新人ですが、これ

からも諸先輩の方々のご指

導をお願します。 

本年 9月 28日には混声

合唱団ひびきの定期演奏会を桶川市民ホール

で開催致します。是非皆様のご来場をお待ちし

ています。 

奥様誕生祝い        宮城明美 様 

 今年 9 月 9 日付けで満 63

歳いい年齢になりました。月

一回食事会と二人だけの会

話。 

これからも長く仲良く元気

印で頑張ります。 

 坂口典江 様 

 9 月 1 日生まれです。幸

少ない女性のように感じま

す。3 年前の事故により手

足がしびれたりしています。

今後、妻を大切にしたいと

思います。 

小林智子 様 

 妻に「誕生日おめでとう」

と言って、今年で 27 回目

になります。これからも妻と

仲良くして行きたいと思い

ます。 

松村寿子 様 

 梨をいただき有難うござ

います。梨は家内の大好

物ですのできっと大喜び

するでしょう。教会に行く

時にも家内に手を引かれ

て行っています。全く逆ですね。今後ともよろし

くお願いします。 

結婚月祝い         間室照雄 会員 

9月 9日で 39回目の記念

日を迎えます。結婚式の日

付について９＾９だから縁起

が悪いと叔母に反対された

ことがあることを、この場で話

した時、パスト会長の菊池さんが、中国では最

も縁起のいい日であると言ってくれたので、一

安心したことがありました。来年は 40 周年なの

で、何か家内にプレゼントをしようと思います。

本日はお祝いいただきありがとうございました。 

会長挨拶            石井英男 会長 

皆さん、こんにちは。 シ

リア情勢が今、緊迫して不

安定です。その影響で、

日本ではガソリン代が 160

円、ハイオク 170 円。平成

20 年にアメリカのプライム

ローンで、日本国内にも大きな打撃を受けたこ

とが思い起こされます。石油が上がれば、製品

も商品が値上がりし、経済に大きく影響されま

す。そんな中、国内では燃費を良く・新車を安く

する車 「ダイハツ ミライース」が販売されまし

た。現在なんと 1ℓ 33.4Km走行の燃費を実現し

ております。新車で 745,000円と、価格も庶民の

味方で販売されます。 

ロータリーでは、8 月 31 日広報部門セミナー

に川口キュウポラ・フレンディアに石井会長、寺

澤会員、田邊会員 3名で参加して来ました。 

一般の人がロータリーとは何ぞや、何をやって

いるのかを知ってもらうためにはどうしたら良い

か。クラブの広報では、地区ホームページに

「地区内クラブからのご案内」という広報板を設

置し各クラブが例会・活動案内で卓話や奉仕活

動の予定や実績を書き込めるようにして、クラブ

としての広報ができるように、ネットワークとして
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の準備が完了しています。 

クラブの広報が認知度の向上に貢献します。 

一人ひとりのロータリアンがロータリーについて

語り、クラブ奉仕活動が地域で知られ、地区もこ

れを紹介し、そんな地道な活動が世界で行わ

れ、それが RIブランドになるのだと思います。 

鴻巣水曜ロータリーとしても、ホームページは持

っていますが内容を更に充実させていきながら、

各自の周りの方達へホームページを紹介して

いきましょう。 

幹事報告          山口光男 幹事 

① 2013 年９月のロ

ータリーレートは１ド

ル＝100円 

② 8月11日(日)第26

回インターアクト年次

大会  さいたま市立

浦和中学 井上 

③ 8 月 26 日(月)鴻巣市立中学校生徒海

外派遣報告会 宮城 

④ 8 月 31 日(土)広報部門セミナー 川口

キュウポラ・フレンデイア 石井会長、寺澤、

田邊 

⑤ 9 月 4 日(水) 寺澤直前会長慰労会 

吹上アドマニ 午後 6時 30分 

⑥ 桶川 RC 主管の例会は、鴻巣駅 12:04

発で行きます。 

⑦ 9月 18日(水)第 21回「ふれあい鴻巣ウ

オーキング」大会代表者会議 

⑧ 9月25日(水)世界遺産を推進する富岡

製糸場を訪ねる例会 

地区からの報告 

① 10月 5日(土)職業奉仕月間セミナー開

催 桶川市さいたま文学館ホール 

② 10月 7日(月)地区大会ポリオ撲滅ゴル

フ大会 プレステージカントリークラブ 

主な理事会報告 

① 第 27 回全国中山道宿場会議鴻巣宿

大会協賛について 5,000円 

② 9・10 月のプログラムについて(別添資

料のとおり) 

挨拶 

北本ロータリークラブ 会長 吉田幸夫 様 

 

今日はメイキャップに来まし

た。宜しくお願い致します。 

 

 

 

細野潤一 様 

 

寺澤会員と倫理法人会で

一緒です。宜しくお願い致

します。 

 

卓話            馬場知行 会員 

「人生 100 年時代をどう心豊かに生きる」をテー

マに、私の体験を通してお話しします。 

○ 得るは捨つるにあり

―出すものを先に出

さないと入ってこない

法則がある。本堂建

設にあたり、建築業

者に十数回にわたり

早め早めに送金を繰り返したら、それにこ

たえるように良い仕事をしてくれて、なお追

加工事代金の支払いが一切なかった。 

○ 念ずれが花開く（信ずれば成る）―一見無

理と思われることでも、成し遂げようとする思

いが強いか弱いかによって、成就するか否

かにかかって来る。また真面目に努力する

姿を見せれば、必ず協力者が現れて手助

けしてくれるものである。 

○ 人の喜びをわが喜びとする―今年こんなこ

とを実践してみました。お年玉付年賀はが

きの切手シートが11枚当たりました。自分も
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ちょっと喜ぶとともに、相手に知らせようと 9

人の方に切手シートをはがきのコピーととも

に送りました、宝持寺のオリジナルお守りを

添えて。7 人の方からお礼をいただきました。

こんなに喜ばれるとは思いませんでした。 

○ 感動する心を養う―今春の埼玉新聞の記

事から・・毛呂山町の中学生が修学旅行で

の帰りに東京駅で下車した時の出来事。新

幹線の車両をたった 5 分で元通りきれいに

する掃除のプロのおばさんが、車内に入っ

てビックリ。シートはきちんと向き直り、ごみ

の一つも落ちていなかった光景に感動して、

その中学校の校長先生宛にお礼の手紙を

送った。校長先生も生徒が自主的に行動し

たことに感動し、校内の掲示板にその手紙

と一緒に送られた「見ると幸運をもたらすと

言われるイエロードクター（特別新幹線車

両）の写真」を張り出した。一人のおばさん

の感動の心が校長先生にそして新聞にま

で載ることにより我々読者にまで潤いのある

豊かな心にさせてくれました。 

◯ 感謝いっぱいで人生終焉―私たちが最後

に息を引き取るときに、すべての事・物・人

に感謝し、自分の人生が最高の幸せであっ

たと思い、有り難うの言葉を残して目を閉じ

たい。これが理想です。  合掌 

委員会報告 

ふるさとの杜          間室照雄 委員長 

 9 月 12 日木曜日 早朝

の 6 時～8 時まで除草作

業を行います。エンジン刈

り払い機のある方はご持

参ください。そのほかの方

は、手ぶらで結構です、

軽食の用意をいたしますので、出欠をお知らせ

ください。 

クラブ活性化部門      寺澤銀三 部門長 

職業奉仕月間セミナーのご案内 

平成 25年 10月 5日（土） 

登録受付 午後 1時 30分 

会場 さいたま文学館ホー

ル 

講演 『21 世紀の“本もの”

経営と人づくり』 

講師 九州ルーテル学院

大学 客員教授 大畑誠也氏 

参加お願致します。 

 

 

 



   6 / 10 

 

 
 

出席報告        仁見惠美子 委員 

 

 

スマイル報告        加藤 勉 副 SAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回までの合計 139,000 円
本 日 の 合 計 27,000 円
次回繰越金合計 166,000 円  

ふるさとの杜 

ジューンベリー          加藤 勉 会員 

 

 バラ科ザイフリボク属に属する小木。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。寒さには強いが、夏期の乾燥には弱い。

1 本でも結実性が高く、日本でも育てやすい種

である。 

個人スマイル  

馬場知行会員…本日卓話を努めさせて頂きます。宜しくお

願いします。 

間室照雄会員…井上先生納涼例会ありがとうございまし

た。 

加藤文男会員…井田会員、久しぶりに会えました。うれし

いです。 

お客様スマイル 

吉田幸夫様…鴻巣水曜 RC さんには何時もお世話になっ

ております。 

スマイル 1  細野潤一様ようこそ。入会よろしくお願いしま

す。 

津田健三会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・寺澤銀三会

員・井田喜代志会員・馬場知行会員・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・仁見惠美子

会員・柿沼洋一会員・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 

スマイル 2  北本ロータリークラブ会長吉田幸夫様ようこそ 

津田健三会員・加藤 勉会員・山口光男会員・仁見惠美子

会員 

 本日 修正 

 9月 4日 8月 28日 8月 21日 

 1020回 1019回 1018回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 30 29 30 

出 席 数 24 29 14 

欠 席 数 6 0 16 

例会出席率 80.00% 100% 46.67% 

Ｍ Ｕ 数 1  6 

合計出席数 25 100 20 

出 席 率 83.33% 82.7% 66.67% 
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石井会長から寺澤直前会長へ花束 

 

山口幹事から松本直前幹事へ花束 

 

 

 

 

 

 

 

 

寺澤直前会長・松本直前幹事慰労会 

9月 4日 PM 6：30から 

会場  ア・ドマーニ 鴻巣店 
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第 1021回桶川 RC合同移動例会  

9月 11日 PM 1：00開会 

会場 桶川ロータリークラブ例会場 
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ふるさとの杜         間室照雄 委員長 

腰まで伸びた草、くさ、どうなる事かと思いな

がら 6時作業開始、当日は好天に恵まれ、旭科

学の社員 7 名のパワーに尻を叩かれて、あっと

いう間に完了、1 時間半の除草作業でした。小

畑会員、小林支店長、加藤勉会員、宮城仁会

員、寺澤銀三会員、佐々木倉蔵夫妻、小林玲

子会員、井上脩士会員、間室の総勢 17 名でし

た。暑い中お疲れさまでした。 

 

編集後記 

ふるさとの杜の除草作業を朝早くしました。皆

さん御苦労様でした。奥様も参加してくださいま

した。ザクロの実が大きく成ってました。例会場

で食べられるのはいつか楽しみです。（RK） 

ふるさとの杜 除草作業 

9月 12日 AM6：00～8:00 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

10月 2日 

（水） 

第 1024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 

ロータリーの友 

10月 9日 

（水） 

第 1025回 通常例会 

ガバナー公式訪問準備会 

10月 12日 

（土） 

第 1026回 移動例会 

鴻巣花火大会鑑賞 

10月 16日 

（水） 
振替休会 

10月 22日 

（火） 

第 1027回 移動例会 

4RC合同例会  

鴻巣フラワーセンター 

10月 23日 

（水） 

第 1028回 通常例会 

ガバナー公式訪問 

10月 30日 

（水） 

第 102９回 移動例会 

職場訪問 

東京湾視察船『新東京丸』 

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 寺西修身 小林玲子 


