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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   

 大澤二三夫 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 大澤二三夫会員 

お客様紹介 石井英男会長 

会員誕生月祝い 

佐々木倉造会員 

ご結婚月祝い 

石井英男会員 小林 功会員 

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   

新世代育成委員会 宮城 仁委員長 

職場体験談 鴻巣南中学校 兵頭鈴奈さん、 

 金子菜央さん、吉田涼華さん 

特別委員会 松本安永委員長 

社会奉仕委員会 蓮江郁夫委員長 

青少年奉仕部門 井上脩士部門長 

第三木曜ゴルフ会 加藤 勉会員 

ロータリーの友紹介 寺澤銀三会員 

出席報告 仁見恵美子副委員長 

スマイル報告 間室照雄副 SAA 

点鐘 石井英男会長 

 

わ 
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お客様 

 

左から鴻巣市立南中学校の金子菜央さん、兵

頭鈴奈さん、吉田涼華さん、初貝博幸教頭先

生 

石川和枝（入会予定者）様 

 

ご結婚月祝い 

石井英男 会員 

 

小林 功 会員 

 本日は大変ありがとうござい

ます。結婚し今年で27年にな

りました。子供 2 人も就職して

おり、今年 2 人目の孫ができ

ました。これからも健康で、楽

しい生活ができればと思って

います。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。本日

は喜ばしいことがあります。わ

がクラブの蓮江郁夫会員が瑞

宝小綬章（平成 25 年秋の叙

勲受章者）を受賞されました。

おめでとうございます（拍

手！！） 

10 月 23 日のガバナー公式訪問の翌日、鴻

巣水曜ロータリーの皆様に「お世話になりまし

た。お礼を言って下さい。」と、渡邊ガバナーか

らお礼の連絡を頂きましたのでご報告します。

間室会員（サニベルグリーンハウス）がお花の

手配をしてくれ、渡邊ガバナー事務所に翌日

送られました。鴻巣水曜ロータリーからのお花

を渡邊ガバナーは非常に喜ばれて、お礼を言

われました。たぶんこれ以上のお花は他のロ

ータリークラブからは、なかなか無かったので

はないかと思います。 

10月 30日には、東京湾視察職場訪問例会

12 名の参加でした。ホテル インターコンチネ

ンタル 東京ベイにて、昼のバイキングコース

にて美味しい食事を頂きました。楽しいひと時

でした。女性群が行ったら、喜びは尚ひとしお

だったと思います。クルーズの見学も勉強にな

りました。天気にも恵まれ景色も素晴らしかっ

たです。 

中学生の職場体験の報告です。鴻巣市立

南中学校の初貝博幸（教頭）先生、そして 3 名

の生徒さん 吉田涼華さん、兵頭鈴奈さん、金

子茉央さんが今日のお客様です。 

新世代育成 宮城委員長の職場であります

「(株)静岡ヤマサ園」での職場体験談を 3 名の

生徒さんが報告してくれることになっています。

市内の中学生職場体験の場を提供させてもら

う事は、とても価値のある素晴らしいことです。

職場提供をされた会員の皆様、そして宮城委

員長ごくろうさまでした。 

次に今回、オブザーバーとして 石川和枝さ

んの入会を理事会にて全員一致で承認されま
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した。メンバー、仲間が一人増えると言うことは

大変喜ばしいことです。 

楽しくなければロータリーでない！本日も有

意義な例会になりますよう、皆様のご協力よろ

しくお願いします。 

幹事報告          山口光男 幹事 

1. 11 月のロータリーレートは

100円  

2. 10 月 10 月 27 日（水）クリ

ーン鴻巣市民運動  

3. 10 月 30 日（水）東京湾視

察職場訪問例会 12名参加  

4. 11 月 15 日（金）入会 3 年

未満・新会員の集い 山口、寺西、成田、

細野  

5. 11 月 23 日（土）鴻巣市青少年健全育成市

民の集い 

地区からの報告 

1. 11月 9、10日（土、日）地区大会 浦和パイ

ンズホテル、さいたま市民文化センター  

2. 12月 14日（土）直前 RI会長田中作次氏ご

苦労さん会 石井会長  

3. 次年度ガバナー補佐、小高正之氏 桶川イ

ブニング RC 

議事（議長 石井会長） 

1. 地区大会について（幹事） 

2. 各委員会進捗状況について  

3. 11・12・1 月のプログラムについて（プログラ

ム委員会） 

4. 1月度例会出席状況について（出席委員会） 

5. 鴻巣市民歩け歩け協会創立 20 周年記念

式典について（幹事）  

6. 第 9回第 3木曜会について（加藤勉会員） 

7. 第 21 回｢ふれあい鴻巣ウオーキング｣につ

いて（松本安永委員長） 

8. ライラ研修セミナー募集について（ライラ委

員会） 

9. 新入会員増強について  

10. インターアクト委員長会議について（井上

脩士会員） 

委員会報告 

新世代育成委員会  宮城 仁 委員長 

今日は私の会社に職場体

験に来ていただいた鴻巣市立

南中学の生徒の皆さんに体

験談を発表してもらいます。ご

清聴ください。 

 

兵頭鈴奈さん 

私は今回の大切な学校行

事のひとつである社会体験

チャレンジを終えて感じたこ

とがたくさんありました。接客

業のおもしろさと難しさや、お

茶のすばらしさなど他にもた

くさんありますが、一番は働くことの大変さです。

そして、改めて親には感謝しなくてはいけない

なと思いました。毎日こんなに大変な思いをし

ながら働いてくれる父に対して、普段から会話

をしなかったりわがままを言ったりするばかりで、

感謝の気持ちを伝えることなどしたことがありま

せんでした。なので、これを機に積極的に何か

手伝いをしたりして、感謝の気持ちを伝えてい

きたいと思いました。また、このような貴重な体

験をさせてくださった静岡ヤマサ園の方々にも

感謝しています。本当にありがとうございまし

た。 

金子茉央さん 

 私は社会体験チャレンジを

終えて、将来が楽しみになり

ました。なぜなら、私に接客

業は向いていないと思ってい

たけれど、体験してみると、と

てもやりがいのあるお仕事だ

ったからです。私はお茶を出しました。最初は

とても緊張していて、表情も動きもカチコチだっ

たと思います。でも、お茶を出したとき、｢ありが

とう。おいしいね。｣と言われて、心がポワッと温

かくなりました。緊張もほぐれ、自然と笑顔にな
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れました。店員さんはお客様の笑顔を見たくて

頑張ると思います。だから、一人ひとりのお客さ

まの笑顔が、仕事をするためのエネルギーに

なっているのではないかと思います。体験チャ

レンジ中、私も、お客様を第一に考えることが

できました。意識しなくても自然と考えることが

できました。お客さまの笑顔のパワーはすごい

です。そしてもう一つ思ったことがあります。｢お

店に入って、ほしいものを買って帰る。｣これは

当たり前なことですが、今、もう一度考えると、

裏では本当に大変な作業があるんだと思いま

した。そして私が大人になったら、ぜひ接客業

について、お客様第一に働きたいです。今の

生活を支えてもらっている恩返しをとして、私も

将来頑張りたいです。 

吉田涼華さん 

 私は、この社会体験チャレ

ンジを通して、働くことの楽し

さ・大変さを学びました。三日

間働いてみて、少し大変なこ

ともあったけど、お客様の笑

顔をみられた時は、すごく、

すごくうれしかったです。今まで経験したことの

なかった接客やレジ打ちなどを体験できてとて

も勉強になりました。働いてみて、一番うれしか

ったことは、お茶を出したときなどに｢ありがとう｣

と言ってもらえたことです。働くことはすごく大

変なことだと思いました。なので、これからは毎

日働いてくれている親に感謝していきたいです。

私は、普段あまりお茶を飲むことがなかったけ

れど、これを機会にもっとお茶を飲んでいきた

いです。三日間本当にありがとうございました。 

 

特別委員会         松本安永 委員長 

本日午後 6 時 30 分、市民

活動センターにおいて第 21

回ふれあい鴻巣ウオーキング

第 1回実行委員会を開催致し

ます。 

地区会員増強維持委員会の

報告 

1. 地区大会二日目（11月 10日）さいたま市文

化センターにおいて活動報告の写真が展

示パネルに掲載してありますので、ご覧に

なってください。 

2. 11 月 15 日（金）地区会員増強維持部門・

新会員の集いが開催されます。当クラブより

寺西会員、成田会員、細野会員の出席を

確認していますが、奉仕の実践として心に

残るロータリー体験発表があります。クラブ

に戻って感想を話していただきたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

社会奉仕委員会      蓮江郁夫 委員長 

 11 月 27 日（水）に鴻巣市総

合福祉センターで 10時から献

血を行います。よろしくお願い

します。 

 

青少年奉仕部門      井上脩士 部門長 

 2013-14年度RYLA研修セミ

ナー募集、2014年 4月 19日

（土）～21 日（月）熊本県阿蘇

市 YMCA 研修施設で開催さ

れます。どなたか参加される

方を推挙下さい。会員で参加

される方も募集します。11月 29日（金）、ラフレ

さいたまにてインターアクト委員長会議が開催

されます。第 26回インターアクト日韓交流研修

についての協議があります。11月 23日（土）ク

レア鴻巣にて、第 31 回青少年健全育成市民

のつどいが開催されます。1団体5名以上の参

加を希望されています。 



   5 / 6 

 

 
 

第 3木曜ゴルフ会        加藤 勉 会員 

 9 回目のコンペを 11 月 21

日に妻沼ゴルフ場で開催しま

す。まだ空きがありますので、

皆様の参加をお待ちしていま

す。 

 

入会予定者         石川和枝 様 

 小林玲子さんの紹介で入会

する事になりました。小林さん

とは高校の同級生です。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

ロータリーの友紹介   寺澤銀三 会員 

  

 

 

 

 

 

出席報告      仁見惠美子 副委員長 

 

 

 

 

 

スマイル報告       間室照雄 副 SAA 

前回までの合計 268,000 円

本 日 の 合 計 42,000 円

次回繰越金合計 310,000 円  

 

 本日 修正 

 11月 6日 10月 30日 10月 23日 

 1030回 1029回 1028回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 24 31 22 

欠 席 数 7  9 

例会出席率 77.42% 100% 70.96% 

Ｍ Ｕ 数   2 

合計出席数 24 31 24 

出 席 率 77.42% 100% 77.42% 

個人スマイル 

小林忠司会員…義母の葬儀ありがとうござました。今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

スマイル 1  石川和枝さん例会を楽しんでください。 

津田健三会員・小畑正勝会員・井田喜代志会員・馬場知行

会員・山口光男会員・松本安永会員・蓮江郁夫会員・井上脩

士会員・石井英男会員・仁見惠美子会員・小林玲子会員・田

邊 聖会員・細野潤一会員 

スマイル 2  鴻巣市社会体験南中の皆さんようこそ。 

津田健三会員・宮城 仁会員・仁見惠美子会員 

スマイル 3  蓮江会員 秋の叙勲瑞宝小綬賞おめでとうござい 

ます。 

津田健三会員・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・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・小林 功会員・

寺西修身会員 
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ふるさとの杜 

シラカシ   小畑正勝会員・旭科学（株）社員 

 

 シラカシ（白樫）は、ブナ科コナラ属の常緑高

木、いわゆるカシ類の一種である。主に関東地

方の照葉樹林帯に多い。樹高20ｍ。葉は、5～

12ｃｍの長楕円形で互生し厚い。雄花は 6～9

ｃｍの尾状花序で黄緑色、雌花は数花を上向

きにつける。堅果で、下部は殻斗に包まれ、10

月頃結実する。葉は、ウラジロガシと同様の結

石溶解作用があるとして、民間薬として服用さ

れる。 

 

 

 

 

 

編集後記 

偽装表示ではなく誤表示だと言っている輩

がいます。前者は故意で後者は過失だから、

悪意はなかったんだと言わんばかりです。どち

らもあってはならないことだと思います。問われ

ているのは、モラルではないでしょうか。（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 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 

月信・ロータリーの友紹介 

12月 11日 

（水） 

第 35回通常例会 

会員卓話 

12月 18日 

（水） 

第 1036回移動例会 

親睦会（ゴルフ、ボーリング） 

年次総会  

クリスマス例会 

12月 25日 

（水） 
振替休会 

12月 31日 

（水） 

第 1037回移動例会 

大晦日・初詣  


