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例会開始前の握手会 

 

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  

小畑正勝 会員 

 

例会プログラム 

司会 井田喜代志 SAA  

点鐘 石井英男会長 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和  

 小畑正勝会員 

お客様紹介 石井英男会長 

RLIパートⅠ修了証授与  

寺澤銀三会員 松本安永会員 石井英男会員 

小林玲子会員 成田志津子会員  

新会員バッヂ授与 細野潤一会員 

MPHF表彰  

寺澤銀三会員 山口光男会員 

会長挨拶 石井英男会長 

幹事報告 山口光男幹事 

委員会報告   

ふるさとの杜 間室照雄会員 

出席報告 仁見恵美子副委員長 

スマイル報告 加藤 勉副 SAA 

卓話 渡邊和義ガバナー 

点鐘 石井英男会長 

クラブ協議会 

 

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 1028回例会 2013年 10月 23日 

日 

http://www.ri2770.com/next/data/download/logo.jpg
http://www.ri2770.com/next/data/download/logo.jpg


   2 / 10 

 

 
 

お客様 

 

左から渡邊和良ガバナー様、山根健久地区副

幹事様、本田 守委員長様 

 

星野一雄ガバナー補佐様 

RLI修了証授与 

寺澤銀三 会員     松本安永 会員 

 

小林玲子 会員     成田志津子 会員

 

石井英男 会員 

 

 

 

新会員バッジ授与    細野潤一 会員 

 

MPHF 表彰 

寺澤銀三 会員（4回） 山口光男 会員（3回） 

 

会長挨拶           石井英男 会長 

皆さん、こんにちは。昨夜は 4

クラブ（鴻巣ロータリークラブ、

北本ロータリークラブ、鴻巣水

曜ロータリークラブ、吹上ロー

タリークラブ）フラワーセンタ

ーにて合同例会、出席ごくろ

うさまでした。総勢 46名の参加でした。4 クラブ

の活動方針が発表されました。水曜ロータリー

クラブで上谷総合公園の時計モニュメントと市

民の参加を募って「タイル貼り」等の発表が山

口幹事より、上谷総合公園敷地内に市内小学

校 3 校と小学生・PTA の皆様と共に、「緑の森

作り」を中長期計画で進めている旨の発表が

間室会員よりありました。4 クラブ、意義有る例

会が出来ました。本日は、ガバナー公式訪問

に国際ロータリー第 2770 地区ガバナー 渡邊

和良義様・第 5 グループガバナー補佐 星野

一雄様、補佐幹事 本田様及びに地区副幹事、

山根健久様に ご出席して頂きました。ありがと

うございます。会長幹事懇談会では、「関東ま

たは日本全国で、ロータリー活動が活発な財

団共にエリアはどこですか？」と聞きました。す
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ると、全国でロータリー活動が 1 位は埼玉、埼

玉と神奈川が１、２位とのことです。渡邊ガバナ

ーは、日本一のガバナーになります。すばらし

いガバナーが訪問されています。本日は、ロー

タリーに対するご指導よろしくお願い致します 

幹事報告          山口光男 幹事 

10月 27日はクリーン鴻巣です。

ご協力をお願いします。11月 9

日、10 日は地区大会が開催さ

れます。10 日は全員登録です

ので、ご家族と一緒にご参加

をお願い致します。 

委員会報告 

ふるさとの杜           間室照雄 会員 

 10月 27日クリーン鴻巣の日

にふるさとの杜に新会員の方

は、植樹を行います。参加を

お願いします。 

 

 

 

出席報告      仁見惠美子 副委員長 

 

スマイル報告       加藤 勉 副 SAA 

 

前回までの合計 241,000 円

本 日 の 合 計 27,000 円

次回繰越金合計 268,000 円  

 本日 修正 

 10月 23日 10月 22日 10月 12日 

 1028回 1027回 1026回 

 通常例会 移動例会 移動例会 

会 員 数 31 31 3１ 

出 席 数 22 31 31 

欠 席 数 9   

例会出席率 70.96% 100% 100% 

Ｍ Ｕ 数 2   

合計出席数 24 31 31 

出 席 率 77.42% 100% 100% 

お客様スマイル 

渡邊和良様…本日は宜しくお願いします。 

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。 

個人スマイル 

寺澤銀三会員…渡邊ガバナー良き親友を迎えた感じです。 

間室照雄会員…10月 27日のふるさとの杜の整備作業よろし

くお願いします。 

スマイル 1  渡邊ガバナーご指導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・加藤 勉会

員・井田喜代志会員・馬場知行会員・山口光男・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・小林玲子会員・小林 功会員・田邊 聖会員・寺

西修身会員・細野潤一会員 
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卓話         渡邊和良 ガバナー様 

私は、1月 13日から 19日ま

で米国カリフオルニア州、サン

ディエゴにて国際協議会に参

加し、研修をしてまいりました。

本会議でのスピーチをはじめ、

元 RI 会長らによる、数々の心

に残るロータリー体験談は感動的で、ロータリ

ーの素晴らしさを改めて認識してまいりました。 

今回の研修では、現在 RIが抱えている問題

点を中心に、会員基盤の多様性、ロータリーフ

アミリー、危機管理、公共イメージ、ロータリー

ブランドの強化、ロータリーの中核的価値観、リ

ーダーシップとは、人前で話す、未来の夢計画

などがテーマとして取り上げられました。 

そしてロン・D・バートン RI 会長エレクトは、

「ロータリーの奉仕では、努力すればするほど

多くを得ることが出来ます。形だけの努力なら、

たいした成果は得られませんし、本当の満足感

は得られないでしょう。しかし、真に実践し、ロ

ータリーの奉仕と価値観を日々に活かす決意

をすれば、自分がいかに素晴らしい影響をもた

らすことが出来るか見えてくるでしょう。」と述べ

たうえで、2013－14 年度の RI テーマを発表い

たしました。それは、「ロータリーを実践しみん

なに豊かな人生を」（「Engage Rotary Change 

Lives」）でありました。 

このテーマは、常日頃からロータリーの奉仕

活動の充実を考えていた私にとって、響きあう

ものであり、さらに社会への奉仕がまわりまわっ

て自分自身に実りをもたらす、という意味で大

変共感致しました。 

私は、このことを受けて 2013－14 年度地区

活動方針を「奉仕の心を行動に移そう」としまし

た。各クラブで奉仕プロジェクトを積極的に進

め、地域で認められるロータリーとして、ロータ

リーのブランドイメージを高めていきたいと思い

ます。本会議でもたびたび取り上げられました

2013－14 年度の財団目標の一つでありますポ

リオの撲滅への支援、ＲＩ戦略計画の理解と実

施の継続、会員増強、新世代奉仕部門にも特

に力を入れていきたいと考えております。 

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

もたらせるよう、皆さまと 1 年間活動に励み、ロ

ータリーをより深く理解し、素晴らしい奉仕の 1

年間にしたいと思います。皆さまのご協力、ご

支援、宜しくお願い申し上げます。 

 

クラブ協議会 

 

 

 

 

 



   5 / 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

握手会 

 

点鐘 ４クラブ会長 

 

君が代・奉仕の理想 斉唱 

 

第 1027回 4C合同移動例会 

10月 22日（火） PM 18：30から 

開催場所  鴻巣フラワーセンター 

 

 



   6 / 10 

 

 
 

ロータリーの目的・四つのテスト 唱和 

 

会長挨拶 

 

 

幹事報告 

 

 

パストガバナー挨拶 

国際ロータリー2570地区第 5グループ 

パストガバナー 鈴木秀憲様（吹上 RC） 

 

各クラブ事業内容・活動報告等 

 

 

総評 

国際ロータリー2770地区第 5グループ 

パストガバナー 津田健三様（鴻巣水曜 RC） 
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大懇親会 

司会 渡邊 親睦委員長 

開宴の言葉 鴻巣 RC 佐藤芳隆直前会長 

 

乾杯 

 

歓談 

 

 

 

手に手をつないで 
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ふるさとの杜 草取り＆細野会員植樹 

10月 27日（日） AM 9：00～10:30 
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東京湾視察船に参加して   石川和枝様  

なかなかこうした機会がないと来られな

い場所に連れて来ていただき、東京湾通し

て「大都会東京」を観ながら、とても勉強

になりました。狭さゆえの開発と世界との

つながりが見て取れて世界とのつながりな

しに東京、日本は成り立たないと思われま

した。また、よろしくお願いします。 

 

第 1029回職場訪問動例会 

10月 30日（水） PM 13：30～15:00乗船 

開催場所  東京湾視察船「新東京丸」 
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ふるさとの杜 

雪柳              井田喜代志 会員 

 

ユキヤナギ（雪柳）は、バラ科シモツケ属の

落葉低木。別名コゴメバナ、コゴメヤナギ。春に

小さな白い花を咲かせる。中国原産という説も

あるが、日本原産であると考えられている。手を

掛けなくても成長し、大きくなると 1.5ｍほどの

高さになる。池面の際から枝がいく本にも枝垂

れて、細く、ぎざぎざのある葉をつける。花は、3

月から 5 月にかけて、5 弁で雪白の小さなもの

を枝全体につける。地域的には絶滅が危惧さ

れている。 

 

 

 

編集後記 

ドラマ｢半澤直樹｣の続編となる小説｢ロスジェ

ネの逆襲｣を読みました。出向先の東京セント

ラル証券が舞台です。イッキ読み間違いなしで

すので、朝から読むことをお勧めします。夜か

ら読み始めると後悔することになります。興味の

ある方は是非。★★★★★      （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 

11月 6日 

（水） 

第 1030回通常例会 

会員誕生月祝い 

結婚月祝い 

ロータリーの友・ガバナー月

信紹介 

花チャリティー 

11月 9・10日 

（土・日） 

第 1031回移動例会 

地区大会 

11月 13日 

（水） 
振替休会 

11月 20日 

（水） 

第 1032回通常例会 

外来卓話 

11月 27日 

（水） 

第 1033回移動例会 

献血 

12月 4日 

（水） 

第 1034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・ガバナー月

信紹介 

花チャリティー 

12月 11日 

（水） 

第 1035回通常例会 

会員卓話 

12月 18日 

（水） 

第 1036回移動例会 

年次総会・クリスマス例会 

12月 25日 

（水） 
振替休会 

12月 31日 

（月） 

第 1037回移動例会 

大晦日・初詣 宝持寺 


