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名取 勝会長
7月もあと少しとなり連日高校野球が大変賑やかに
なってきました。日本一を決めるまで連日熱戦が繰
り広げられています。
今年から高校生にとってもうひとつの甲子園と言
われている「科学の甲子園」というイベントがニュ
ースで紹介されていました。
物理、科学、数学、地学、生物学、情報など知識
そして問題解決能力をテストするそうです。同じ高
校から1年生、2年生でチームを組んで各地区47都道
府県代表を選び来年の春に兵庫県の体育館にて三日
間かけて競技をするそうです。日本一になると文部
大臣賞を受けることができさらにアメリカで開催さ
れる科学の大会に参加し現地の高校生と競いあう事
ができるそうです。
今年の夏は「科学の甲子園」というもうひとつの
楽しみが出てきたなと思いました。
昨年ノーベル賞受賞者をとった根岸英一さんがこの
「科学の甲子園」を応援していて科学も芸術もスポ
ーツもすべて同じで競争だと言っていました。日本
の色んな分野における順位というのも一時高い水準
だったのですが最近は落ちてきています。
しかし、科学に関しては2位ということで世界的に
も優秀な事が評価されています。科学の進展なくて
人類社会の幸福はないと言われるわけで、若い人を
育てていく環境づくりをやっていくことは大変いい
ことだなと思いました。
これからもっと暑くなってきますが皆さん体調に
は気をつけてください。本日も例会よろしくお願い
します。

ビジターゲスト
上尾東ロータリークラブ
会長 黒須邦昭様
上尾東ロータリークラブ
黒須喜好様
ゲスト
青少年交換留学生
加藤友香さん
青少年交換留学生
久井愛未さん
米山記念奨学生
イム・ソヒョンさん
行事予定
8月11日 定款の規定により休会
8月18日 理事会
8月25日 早朝例会
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幹 事 報 告
関口和夫幹事
◆7月31日 新世代部門セミナー ラフレさいた
ま
◆国際奉仕プロジェクトの視察体験旅行の案内が
再送されています。今月末が締め切りです。ご
興味のある方は地区の方までご連絡下さい。
◆交換留学生のレベッカさんが8月14日にアンソ
ニー君が8月21日にいらっしゃいます。

委員長報告
親睦活動委員会 渡邉清委員長
先週の7月20日、21日
親睦活動委員会で富士
山登山を計画しており
ました。残念ながら大
型台風接近の為、中止
となりました。お心遣
いを会員の方からいただき、また皆さんから会費
を集めていたのですけれど残念でございました。
また次回とさせて頂きます。ありがとうございま
す。

社会奉仕委員会 齋藤哲雄委員長
本日8月4日の献血当
番表をお配りしており
ます。当番表をご確認
の上ご協力よろしくお
願いします。

ゲスト挨拶
上尾東ロータリークラブ 黒須邦昭会長

本日は上尾クラブの皆様と交流を深めるために訪
問いたしました。来週は原市花火大会がございま
すので皆さんご都合がよろしければいらっしゃっ
てください。ありがとうございました。

上尾東ロータリークラブ 黒須喜好様
本日は名取会長に誘
われ黒須会長とお邪魔
させて頂きました。前
々回の上尾東クラブの
例会に尾花ガバナー補
佐様、大塚ガバナー補
佐幹事様に来ていただき卓話を頂きました。これ
からも上尾東クラブへご指導頂ければと思います
。先ほど黒須会長がお話しましたが花火大会にご
都合のつく方がいらっしゃいましたら是非いらっ
しゃってください。本日はありがとうございまし
た。

青少年交換留学生 加藤友香さん
みなさんこんばんは
この度上尾ロータリー
クラブのスポンサーに
よりアメリカのフロリ
ダ州に留学が決まりま
した。本日は壮行会に
お招き頂きありがとうございます。出発する日が
8月10日に決まりました。出発を2週間前に控え不
安が大きくなる一方で自分がこの留学でどれだけ
変われるかを期待しています。行くからにはたく
さんの事を吸収して日本の小さな親善大使として
精一杯努力をしたいと思います。最後になります
が、この度の留学に携わってくださった方に心か
らお礼を申し上げます。

青少年交換留学生 久井愛未さん

みなさんこんばんは
本年度上尾東ロータリ
ークラブ会長を仰せつ
かっている黒須です。
私はあまりロータリー
在籍も少なくまた会に
入るまではサラリーマンをしておりました。

みなさんこんばんは
この度アメリカのイン
ディアナ州のモンティ
セロに留学するになり
ました。本日は壮行会
を開いて頂きありがと
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うございます。モンティセロの街はシカゴとイン
ディアナポリスの間にあり人口が5000〜6000人ほ
どの小さな街で近くにインディアナビーチという
アミューズメントパークがあり夏は観光客がたく
さん来るそうです。
また、8月27日、28日に6540地区のオリエンテ
ーションが開かれるそうです。私以外の留学生の
方は英語が上手だと思うので凄く不安だったので
すが、海外の友達も出来てちょっと不安も減り心
に余裕が出来てきました。
私は8月8日出発で本日を含めあと10日となりこ
の一年は本当に早かったなと思っています。いま
までご支援本当にありがとうございます。これか
らもご支援のほどよろしくお願いいたします。

10年ぐらい前に肺がんの疑いがありと言われそれ
以来毎年肺のCTを撮っているのですが、そのCT
をコンピュータで解析すると内臓脂肪が全部分か
るそうです。
私は皮下脂肪が少なくて内臓脂肪が多いそうで
す。夕食後少し間を開けて30分間歩くことが、一
番脂肪が燃焼しやすいそうです。今後とも健康で
頑張りたいと思います。よろしくお願いいたしま
す。

米山記念奨学生 イム・ソヒョンさん
みなさんこんばんは
本日は奨学金ありがと
うございます。最近、
韓国のニュースで学費
の調達に困って学校を
休んだり辞めたりする
学生が増えているそうです。こういった話を耳に
すると同じ学生として心が痛むと同時に、私はと
ても恵まれている環境に暮らしていると改め感じ
ます。この恵まれている環境で一生懸命勉強して
、これから学費で苦しんでいる学生の力になりた
いなと思っています。本日はありがとうございま
した。

お 誕 生 日
お め で と う

大塚 信朗会員 藤村 作会員

結婚・誕生祝い
誕生祝い 大塚信朗会員
本日は誕生祝いあり
がとうございます。62
歳になりました。実は
昨日、本日と病院で人
間ドックを受けてきま
した。その際、胃カメ
ラでの検査を受けた時あなたの胃は凄く若いので
胃がんになる心配はないとお墨付きを頂きました
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■名取会長 加藤友香さん、久井愛未さん楽しんできてください。上尾

■富永会員 上尾東ロータリークラブ黒須邦昭様、黒須喜好様

東ロータリークラブ皆さんようこそ

ようこそ。

■関口幹事 黒須邦昭様、黒須喜好様ようこそ。加藤友香さん、久井愛

■尾花会員 上尾東ロータリークラブの皆様先日は大変お世話

未さん頑張ってください。ご結婚・誕生祝いおめでとうございます。

になりました。青少年交換元気でいってらっしゃい。

■島村副会長 前年度大変お世話になりました。ありがとうございまし

■小林会員 結婚・誕生祝いの皆様お祝い申し上げます。

た。

■大木会員 加藤友香さん、久井愛未さｎいってらっしゃい。

■齋藤(博)副幹事 黒須邦昭様、黒須喜好様ようこそ。加藤友香さん、

黒須邦昭様、黒須喜好様ようこそ。

久井愛未さん頑張ってください。ご結婚・誕生祝いおめでとうございま

■加藤会員 娘をよろしく

す。

■齋藤哲雄会員 結婚・誕生祝いの皆様おめでとうございます
■渡邉会員 上尾東ロータリークラブ黒須邦昭様、黒須喜好様

■上尾東ロータリークラブ 会長 黒須邦昭様 本日はありがとうござ

ようこそ。

いました。

■細野会員 久井愛未さん、加藤友香さん気をつけて行ってき

■上尾東ロータリークラブ 黒須喜好様 本日はありがとうございまし

て下さい

た。

吉川会員 井上会員 武重会員 藤木会員 神田会員 萩原会員

■大塚直前会長 前年度大変お世話になりました。

竹内会員 横山会員 深澤会員 須田会員 野瀬会員 古賀会員

■大塚パストガバナー 加藤友香さん、久井愛未さんいってらっしゃい

樋口会員

イムさんようこそ
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362‑0035 埼玉県上尾市仲町1‑8‑31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス） ＴＥＬ/ＦＡＸ 048‑775‑7788

ｂ Ａ
Ｃｌｕ ｇｅ

ｏｔａｒｙ
ｏＲ

