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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 

田邊 聖 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 
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 田邊 聖会員 

会員誕生月祝い     

加藤 勉会員 山口光男会員 坂口正城会員 

田邊 聖会員 

奥様誕生月祝い   

井田喜代志会員 成田志津子会員 

ご結婚月祝い      

宮城 仁会員 加藤 勉会員 大澤二三夫会員 

乾杯 小畑正勝会員 

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   

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 

親睦・家族委員会 間室照雄委員長 

 加藤 勉会員 

インターアクト委員長会議報告  

 成田志津子副委員長 

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 
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会員誕生月祝い 

加藤 勉 会員 

 誕生月と結婚月のダ

ブルのお祝いありがとう

ございます。12 月 10 日

が誕生日で 70 歳になり

ます。大きな病気もせず

に元気にゴルフを出来

ることに感謝しています。 

山口 光男 会員 

この 21日で 61歳にな

ります。家族でお祝いを

してくれると言っていま

す。ただ、健康に注意し

て残り半年幹事の仕事

を何とか全うしたいとぞ

んじます。皆様のご協力

をお願い申し上げます。本日はまことにありが

とうございました。 

田邊 聖 会員 

 25 日で 50 歳になり

ます。気持ちは 30 代

のころとあまり変わって

いませんが、体の衰え

はいかんともしようがあ

りません。最近の悩み

は頭髪が薄くなってき

た事です。いろいろな事を試していますが、今

の所効果がありません。現状維持ができればと

思っています。本日はありがとうございました。 

奥様誕生月祝い 

井田喜代志 会員 

本日は奥様誕生祝い

ありがとうございました。

12月 12日生まれ、66歳

になると思います。週に

三回くらいベルクへ一緒

に買い物に行きます。

後からショッピングカートを押して｢ハイハイ｣｢あ

りがとう｣が仲良しの秘訣だと思います。いつも

感謝しています。ありがとうございました。 

成田志津子 会員 

お祝いをいただきあり

がとうございました。健

康共に元気が一番と思

っております。今後とも

よろしくお願いいたしま

す。 

ご結婚月祝い 

宮城 仁 会員 

妻が 63 歳、私が 70

歳です。最後は妻に帰

るのが人生の流れでは

ないでしょうか。私も完

全ではありませんが、

帰りつつあります。 

今年 10月より月に一

度は一緒に出かける約束をしました。一回目は

横浜へ行ってきました。新婚当時の気持ちを

思い出して、若返った感じでした。先月は京都

へ行ってきました。悠久の歴史のある街並みや

寺院を散策して、喜んでくれました。とても良い

旅ができて、次回が楽しみです。本日はありが

とうございました。 

加藤 勉 会員 

 結婚して 46年になり、

金婚式まであと 4年、そ

れまでは大丈夫かなと

思っております。東京オ

リンピックの年には77歳

になりますが、ぜひ皆

様と一緒に行きたいと

思っていますので、よろしくお願いいたします。 



   3 / 6 

 

 
 

大澤二三夫会員 

 12 月 2 日で結婚 29

年目に入りました。浜

松町にある世界貿易

センターで挙式してか

ら 29 年も経ちました。

妻も子供も元気で生

活しています。今後も

仲良く過ごしていきます。本日はありがとうござ

いました。 

乾杯               小畑正勝 会員 

 

みなさんおめでとうございます。乾杯！ 

会長挨拶           石井英男 会長 

 皆さん、こんにちは。 

12 月 会員、令夫人誕生日

＆結婚記念月大変おめでとう

ございます。 

 先日 11 月 29 日 新橋から

ゆりかもめに乗り、東京ビッグ

サイトに「東京モーターショー2013」の見学に社

員一同で行って来ました。当日も大勢の人で、

各メーカーブースに人気の未来車を見るのに、

人垣がすごかったですね。東展示棟から西展

示棟の中で、目に入ったのがホンダメーカーの

ブースでした。横断幕に「枠にはまるな。」と大

きい字がありました。45 年前にホンダは N360 

軽自動車を販売し、昔は先輩が買って乗って

いるのを見て憧れていた思い出があります。そ

の N を取って現在は N ボックス、N ワン、N ワ

ゴンとヒット車を出しています。また、オープンカ

ーでこれまたホンダ S660をモーターショーに出

品されて人気の的に。これから市販されたら大

ヒットになるでしょう。以前のビート車からのオー

プンカーです。これは、ホンダのテーマである

「枠にはまるな。」そのものだと感じました。「自

分の限界を、自分で決めていないか。過去の

常識にしばられていないか。本来、人間は自

由な存在だ。自由であるはずの人間が、自ら

自由を手放してどうする。しょせん限界も常識も

過去のもの。自由な創造を邪魔する過去など、

忘れてしまおう。新しい知恵で困難に立ち向か

え。時代の先をゆけ。今までの枠の中に、未来

はないのだから。」 

今月のロータリーでは、12月 18日熊谷ガー

デンパレスにてクリスマス例会があります。 

全員出席でクリスマスを大いに楽しみましょう。

ありがとうございました！ 

幹事報告          山口光男 幹事 

1. 12 月のロータリーレートは

1 ドル 100円  

2. 11 月 23 日（土）鴻巣市青

少年健全育成市民の集い 

宮城会員  

3. 11 月 27 日（水）献血例会 

鴻巣市福祉センター 51 名受付 42 名の献

血  

4. 11 月 29 日（金）インターアクト委員長会議 

成田会員  

5. 12 月 1 日～4 日（日～水）財団セミナー・ロ

ータリー研究会 お台場 津田会員 

6. 12月 9日（月）パスト会長会 ゆき寿司  

7. 12 月 11 日（水）第 5 グループ会長幹事会 

レストランとき  

8. 12月 25日（水）クラブ忘年会 レストランとき 

地区からの報告 

1. 11月 30日現在新会員速報 106名 

2. 1 月 26 日（日）第 4 回ロータリー親善会議 

台湾（台北）圓山大飯店 
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委員会報告 

社会奉仕委員会       蓮江郁夫 委員長 

 先日の献血例会には多数の

方のご参加をいただきありがと

うございました。51人の方に受

付をしていただき、42 人の方

が採血をされました。当初の

目標を達成する事ができまし

た。ご協力ありがとございました。 

青少年奉仕部門       井上脩士 部門長 

 2013－2014年度のRYLA研

修生セミナー募集のお知らせ

です。本年度は熊本の阿蘇で

来年 4月 19日より二泊三日で

開催されます。詳細は先日

FAX にてご案内したとおりで

すが、研修生参加のご協力を

お願いたします。 

親睦・家族委員会      間室照雄 委員長 

 12 月 18 日は年次総会とクリ

スマス例会です。会費は会員

が 6000円、家族が 5000円、小

学生 3000円です。会場はホテ

ルガーデンパレスで、バスにて

送迎いたします。バスご利用の

方はお申してください。 

尚、当日は親睦ゴルフと 13 時半よりラウンド

ワンにてボーリング大会を開催します。ボーリン

グの参加費は 2000円です。親睦ゴルフについ

ては加藤勉会員よりご案内いたします。皆様の

参加をお待ちしています。 

加藤 勉 会員 

 13 人のかたに参加の申し込

みをいただきました。組み合わ

せはクジで決めたいと思います。

よろしくお願いたします 

 

 

インターアクト委員長会議報告    

成田志津子 副委員長 

 11 月 29 日ラフレさいたまに

おいて、韓国 3750 地区インタ

ーアクト訪日団受け入れにつ

いてインターアクト委員長会議

が開催されました。議題は、訪

日メンバーはロータリアン・引

率教師・学生含め 62 名の受け入れに関して、

まだ氏名等詳細が決定されていない事に早め

の対応をとの要望ありました。また、インターア

クト受け入れに関し、歓迎式典等の会場確保

等などで 1 クラブのみでの受け入れは負担が

大きいのではないか、ジョイントでも良いのでは

との意見も出ました。 

ロータリーの友紹介 

寺澤銀三 会員 
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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 335,000 円

本 日 の 合 計 22,000 円

次回繰越金合計 357,000 円  

 

ふるさとの杜 

雪柳（ユキヤナギ）      大澤二三夫 会員 

 

 雪柳は、バラ科シモツケ属の落葉低木。春に

小さい白い花を咲かせる。手をかけなくても成

長し、大きくなると 1.5ｍほどの高さになる。地面

の際から枝がいく本にも垂れて、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。そ

のさまから和名がついた。 

 

 

 

 

 

編集後記 

今年の流行語大賞が決まりました。予備校

の先生のあの言葉とオリンピック招致のプレゼ

ンでのあれ、NHKの朝の連ドラのあれと民放の

ドラマのあれです。皆さんはいくつ覚えていま

すか。私はもちろん全部覚えています （K．T） 

 本日 修正 

 12月 4日 11月 27日 11月20日 

 1034回 1033回 1032回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 24 32 21 

欠 席 数 8  11 

例会出席率 75.00% 100% 65.63% 

Ｍ Ｕ 数 2  3 

合計出席数 26 32 24 

出 席 率 81.25% 100% 75.00% 

個人スマイル 

蓮江郁夫会員…献血例会へのご協力ありがとうございました。 

スマイル 1  12 月 18 日の年次総会、クリスマス例会 全員参

加で楽しみましょう。 

小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・加藤 勉会

員・寺澤銀三会員・井田喜代志会員・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・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・松村豪一会員・成田志津子会員・細野潤一会

員・石川和枝会員 



   6 / 6 

 

 
 

今後の活動予定 

 

 

 

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 

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  

1月 8日 

（水） 

第 1038回通常例会 

会員誕生月祝い 

結婚月祝い 

1月 15日 

（水） 

第 1039回通常例会 

韓国インターアクト交換学生 

1月 22日 

(水) 

第 1040回通常例会 

外来卓話 

1月 29日 

（水） 

第 1041回移動例会 

映画鑑賞 

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 


