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世界へのプレゼントになろう

9月10日 会員卓話：横山泰史会員
　　　　日韓親善会議報告
9月17日 クラブフォーラム
　　　　（会員維持増強）討論会
9月24日 会員卓話：斎藤修弘会員

会長あいさつ
　皆さん、こんにちは。本日も、ご出席ありがとうございます。米山
奨学生の周君、出席ありがとうございます。本日は、誕生祝いです。
北村会員おめでとうございます。8月9日には、齋藤哲雄会員の息子さ
んの結婚式がありました。おめでとうございます。夏休みは、皆さん
ゆっくり休むことができましたでしょうか。今週から、だいぶ涼しく
なって、もう秋が近づいてきていることを感じます。　
　先週は小雨模様の中、上平公園のラジオ体操に参加頂きお疲れ様で
した。北村会員は始発電車で4時半に、こちらに向かわれたそうです。
一日が長く感じたのではないでしょうか。参加ありがとうございます。
　地区のセミナーも管理運営部門セミナーが、最後となりました。8月
9日に樋口副幹事が出席されました。後ほど、報告をお願いします。8
月16日にインターアクト年次総会が、浦和実業学園高等学校をホスト
校として浦和大学で開催されました。藤村幹事と出席しました。上尾
高校からも、鈴木先生と6名が参加しました。暑さの中、熱心な討論を
されていました。　
　さて、8月10日の気象庁のエルニーニョ監視速報によりますと、エル
ニーニョ現象が続いており、冬にかけて続く可能性が高いとの報告が
ありました。皆さんエルニーニョ現象とは、どんな現象かご存知でし
ょうか。気象庁のホームページによりますと、エルニーニョ現象とは
太平洋赤道域の日付変更線付近から南米ペルー海岸にかけての広い海
域で海面水温が平年に比べて高くなり、その状態が1年程度続く現象で
す。逆に、同じ海域で海面水温が平年より低い状態が続く現象をラニ
ーニャ現象と呼ばれています。ひとたびエルニーニョ現象やラニーニ
ャ現象が発生すると、日本を含め世界中で異常な天候が起こると考え
られています。
　エルニーニョ現象が発生すると、西太平洋熱帯域の海面水温が低下
し、西太平洋熱帯域で積乱雲の活動が不活発となります。この為日本
付近では、夏季は太平洋高気圧の張り出しが弱くなり、気温が低く、
日照時間が少なくなる傾向ｇはあります。また、西日本日本海側では
降水量が多くなる傾向があります。冬季は西高東低の気圧配置が弱ま
り、気温が高くなる傾向があります。この様に、解説されています。
　ところが、日本経済新聞の8月22日の記事によれば、地上と海面を
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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）
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出席　　会員数　　３7　　　出席数　　29
欠席　　欠席数　　   8　　　（％）　 78.38

前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  4
修正（％）　 　   89.19 　　   （Ｍ・Ｕ）      5

出席率

スマイルスマイル

関口会長／久保田副会長／藤村幹事／樋口副幹事／武重会員／岡野会員／小林会員／富永会員／井上会員／
村岡会員／萩原会員／尾花会員／大木会員／細野会員／名取会員／大塚崇行会員／齋藤博重会員／
須田会員／野瀬会員／宇多村会員／長沼会員／斎藤修弘会員／北村会員／門崎会員／坂本会員

齋藤重美会員　天変地変、人心混乱。古代西洋人は「カオス」と言ったとか！！
島村　健会員　8月6日、齋藤博重直前会長を慰労する会に多くの皆様にご出席していただき
　　　　　　　ありがとうございました。
齋藤哲雄会員　去る8月9日、長男 伸哉の結婚式並びに披露宴が無事済みました。ありがとうございました。　

　８月１日、奉仕プロジェク
トセミナー基調講演の後、
国際奉仕の分化会へ行き
ました。国際奉仕では地区
の補助金を使った奉仕プ
ロジェクトの話がありまし
た。その中でフィリピンのお話しがありました。昨年も大
木委員長が視察検証ツアー行かれていましたが、近くて
短期間にプロジェクトができるということでした。また現
地のクラブも視察に慣れているので安心してプロジェク
トが行えるとのことでした。
　また地区補助金を使うと１０～２０万円ほどのプロジ
ェクトが行えますので、機会がありましたらぜひ参加く
ださいとお話しがありました。その他にもグローバル補
助金を使った大きなプロジェクトがあります。上尾クラ
ブではナイジェリアのプロジェクトが進行中ですが、他
クラブと合同での奉仕プロジェクトに参加していただけ
ればとのことでした。
　国際交流では大木さんが国際委員長ですのでしっか
りとお話しを聞きました。奉仕も交流も両方とも一生懸
命やっていきましょう、とのことでした。そのような中、９
月４日にグランドプリンスホテル新高輪で日韓親善会議
が行われます。こちらも希望者はぜひご参加いただけれ
ばと思います。また日台ロータリー親善会議という日本
と台湾の交流も開かれているそうです。姉妹・友好クラ
ブが上尾にはないので、模索してもいいのかなぁと感じ
ました。

奉仕プロジェクト部門（国際奉仕）
奉仕プロジェクト委員会　久保田　勲副会長
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合わせた地球全体に1～7月の平均気温が観測記録が
残っている1880年以降でもっとも高かったことが
アメリカ海洋大気局から発表されました。今年の7
月の世界の平均気温は16.61度で20世紀全体の7月
の平均と比べて0.81度高かったそうです。世界的温
暖化が進んでいることが示されています。CNNに
よれば、アメリカ大気局は、2015年のエルニーニ
ョ現象は深刻で、さらに強さを増していて過去最強
の1997年のレベルに達するおそれがあるとのみか
たもでているようです。1997年のエルニーニョ現
象はアメリカ西部で洪水、インドネシアで干ばつを
引き起こし、アフリカでは致死性のウイルス感染が
流行し、コーヒー豆の価格上昇の原因ともなったと
されます。現在フィリピンやインドネシアの雨量の
減少によりフィリピン産のバナナの入荷が激減して
います。これもエルニーニョ現象の影響です。この
様に、気象だけではなく身近な経済にも影響が出て
きています。
　気象庁は今年の5月にエルニーニョ現象が続くこ
とによって、梅雨明けが遅れ冷夏になると予測しま
した。ところが関東地方では7月平均気温が過去最
高を記録しました。国立研究開発法人海洋研究開発
機構と東京大学の共同研究グループは日本近海の夏
の大気圧分布に数十年規模で変化する関係を発表し
ました。しかし近年は相関が下がっており予測困難
な時代に差し掛かっていることを示しています。皆
さんもエルニーニョ現象とこの冬が暖冬になるか。
また大雪が降るか。興味を持って頂けたらと思いま
す。以上をもちまして会長挨拶とさせて頂きます。

◆９月のロータリーレート
も１ドル＝１２４円です。
◆地区のゴルフ大会が10
月19日に開催予定ですが、
追加で参加願いがきてい
ます。希望者は私までご連
絡のほどをお願い申し上げます。
◆米山奨学生の奉仕活動の案内ということで、９月13
日（日）、春日部の老人保健施設「ちとせ」で奉仕活動が
行われます。周君が出席となっていますが、ロータリアン
の方もご出席いただけるとありがたく思います。
◆今年度、現在の会員増強の報告ですが、桶川さんと

委員長報告

米山記念奨学生　周　彬（しゅう びん）君

米山記念奨学委員会　富永　建委員長

クラブ広報委員会　長沼大策委員長

　先週末、越谷南クラブに
米山記念奨学生が集まり
バーベキュー大会を行い
ました。そこで４月のRYLA
研修の際に会った、当時委
員長だった大熊さんと再会
し、私のことを覚えてくれていてとても嬉しかったです。

上尾西さんが各１人、鴻巣水曜さんが２人増強していま
す。当クラブもぜひ紹介していただければと思います。
◆先日、会長幹事会があり、認知症サポーターについて
養成講座を例会でぜひやってほしいと言われています。
ガバナー公式訪問にむけて、皆さんにサポーターになっ
ていただければと思います。
◆ロータリーフェスタが10月24・25日に開催されます。
25日は浦和駅東口に集まっていただければと思います。
◆野球部会について、参加にむけて皆さんのご協力や
ユニフォームなど、ご意見を伺いたいと思いますので後
ほどＦＡＸさせていただきます。2016年は急なので、そ
の次の年に向けて準備を進めたいと考えています。

　年度初めに島村さんから寄付をいただいておりまし
たことを報告させていただくと同時に、関口会長、久保
田副会長、藤村幹事から寄付の申し込みがあり、10月
15日の公式訪問例会には１００％達成ということになり
ました。ありがとうございます。また米山功労クラブとい
うことで表彰状がきております。ありがとうございました。

　地区ゆるキャラレンタル料は5,000円とお伝えしまし
たが、10,000円に変更になりました。またMyRotaryで
すが年度計画書に書いてあるクラブ50％の登録ではな
く、「登録１００％を達成していただきたい」と地区から
文書が届きました。どうぞよろしくお願いいたします。

社会奉仕委員会　野瀬将正副委員長
　８月６日に行った献血の報告です。とても暑くて人通
りがない中でしたが、受付４７名、献血できた方が４０
名ということです。ご協力いただいた皆様、ありがとうご
ざいました。次回、４月７日に予定していますので、また
よろしくお願いいたします。
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結婚・誕生祝い
お誕生日　おめでとうございます！

例会主題　セミナー報告

ポールハリスフェロー・バッヂ授与
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ご子息の結婚祝い贈呈

管理運営部門
副幹事　クラブ奉仕委員会　樋口雅之委員長
　8月9日（日）、川口市民ホ
ール「フレンディア」で行わ
れたセミナーに参加してき
ました。まず井原實ガバナ
ーから管理運営部門セミ
ナーの狙いとして、魅力的
で元気で活力あるクラブ作りを中心に学んでいきましょ
うということでありました。効果的なクラブという言葉は
良く聞かれると思いますが、「元気なクラブ」という言葉
を皆さんはお聞きになったことがありますでしょうか？
こちらは2013年手続要覧のP3に英語でVibrant 
Club（バイブラントクラブ）と書かれ、それが楽しく活気
に満ちたクラブという意味だそうです。具体的にそのよ

うなクラブにするにはどうしたらいいか、井原ガバナー
が挙げていらっしゃいました。
１.クラブの５年後の姿を思い描く／２.年度目標を立て
てロータリークラブ・セントラルに入力する／３.クラブ
協議会を通じて全会員の積極的な参加を促し、情報を
伝える／４.クラブ内でオープンなコミュニケーションを
図る／５.後継者を育て、スムーズな引継ぎを図る／６.
クラブの運営方法を反映させて、細則を独自に修正す
る／７.会員同士の交流を深める／８.会員が心から関
心を持てる活動に参加できるようにする／９.ロータリ
ーのリーダーとなる人材を育てる／１０.クラブ運営に
必要な委員会を設置する。こういった項目を実践してい
きましょうとお話しがありました。
　続きまして濱野英美直前ガバナーの、魅力的で元気
で活力あるクラブとはどんなクラブでしょうかという基
調講演がありました。
　その後、中里公造管理運営部門委員長から出席報告
について、計算の仕方、出席率の算出の仕方などを学び
ました。次にクラブ活性化委員会・藤堂委員長から効果
的なクラブを目指すにあたり具体的なお話しがありまし
た。管理運営部門セミナーを通して上尾クラブをいっそ
う活性化できるよう努めたいと思います。

　８月１日に開催された奉
仕プロジェクトセミナーに
行ってきました。職業奉仕、
国際奉仕、社会奉仕のセミ
ナーです。基調講演を聞い
て初めて知ったのですが、
パンを缶詰にした会社の方が講師となって、防災・備蓄
用のパンについて、期限切れ直前・２～３ヶ月前のもの
を下取りして、海外の子どもたちに送りだすという奉仕
の講演でした。その後、分化会になり職業奉仕部門に行
きました。私が入会した頃のロータリークラブの奉仕と
いうのは、クラブ全体で何かをするのではなく、個人が
奉仕するものでした。この日、参考として伺った事例が３
件あります。１つめは浦和ＲＣの会員さんが川口の高等
学校１年生に、職業について講義をしたお話しでした。
２つめは八潮ＲＣが高校卒業前、就職前に模擬面接を
１８年間、２つの高校で行っているお話しでした。３つめ
は川口ＲＣの石工の職人さんが、石の切断など機械で
やらずに「手に職を残す」と自分に課して次の若い世代
に教えていきたいという職業奉仕のお話しを聞きました。

奉仕プロジェクト部門（職業奉仕）
職業奉仕委員会　萩原　修委員長
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