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世界へのプレゼントになろう

7月23日  会員増強、ロータリ-財団、
　　　　米山記念奨学セミナー報告
7月30日  定款の規定により休会

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。
本日は、島村パスト会長の御嬢さんの江里香さんが青少年交換留学の
帰国のご挨拶においでいただき、ありがとうございます。留学の報告
は、また時間を取って頂きたいと思います。埼玉県赤十字血液センタ
ーの山下様、おいで頂きありがとうございます。
　今週は、7月7日に大宮中央ロータリークラブの初例会に齋藤直前会
長、久保田副会長、齋藤哲雄会員、藤村幹事と出席してまいりました。
夜間例会の為、終了後アトラクションもありました。例会の運営の仕
方など、参考なりました。S.A.A.斉藤修弘会員には、ご結婚おめでと
うございます。新婚旅行の報告を、後程お願いします。
　7月の上旬には、七夕を挟んで入谷鬼子母神の朝顔市があります。ち
ょうど昨日までの7月6、7、8日の開かれています。入谷鬼子母神は、
江戸時代にさる大名の奥女中が腰に腫れ物ができて医者にも見放され
てしまい、鬼子母神に二十一日間の願をかけてお参りしていたところ、
満願の日の帰りに、橋でつまずき欄干に腰を打ち付けたことで、腫れ
物の膿が出てしまい、そのことにより全治したと言う伝えがあります。
江戸時代の文人、大田蜀山人作と言われる「恐れ入谷の鬼子母神、び
っくり下谷の広徳寺」で有名になりました。「恐れ入りました」と言
う意味で使用する洒落言葉です。入谷の朝顔は、江戸時代に文化・文
政期（1804年-1830年）と、華嘉永・安政期（1848年-1860年）にブ
ームがあり。品種改良が進み鑑賞植物となりました。江戸時代の変化
朝顔ブームは、文化3年（1806年）に江戸の大火があり、下谷に広大
な空き地ができ、下谷・御徒町村付近の植木職人がいろいろな珍しい
朝顔を咲かせたことによるそうです。その後、下級武士の御徒が内職
のひとつとして組屋敷の庭を利用して朝顔栽培をするようになりまし
た。その後、明治24年-25年にかけて全盛を極めていました。大正期に
なると、段々と衰退していったそうです。そして、戦後の昭和23年か
ら入谷の朝顔市は復活して、現在の盛況となっています。
　朝顔は、ヒルガオ科サツマイモ属の一年性植物で、日本でもっとも
発達した園芸植物です。中国語で牽牛と言われます。奈良時代末期に
遣唐使が薬として、持ち帰ったとされています。種の芽になる部分に
は下剤の作用がある成分が含まれており「牽牛子（けんごし）」と呼

関口　和夫会長
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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　　26
欠席　　欠席数　　11　　　（％）　 70.27
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  1
修正（％）　 　   97.30 　　   （Ｍ・Ｕ）      7

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／
大塚信郎会員／吉川会員／小林会員／富永会員／齋藤重美会員／井上会員／
村岡会員／尾花会員／大木会員／名取会員／大塚崇行会員／島村会員／
齋藤博重会員／齋藤哲雄会員／須田会員／野瀬会員／長沼会員／
斎藤修弘会員／北村会員／坂本会員

米山記念奨学委員会　富永　建委員長
　会員の皆様から米山の寄付をいただくわけですが、
上尾RCは参加される人が少ないと聞き、ぜひたくさん
の人数の方に参加していただき、10月15日の公式訪問
の日までに達成したいと思います。よろしくお願いいたし
ます。

クラブ広報委員会　長沼大策委員長
　ＲＩ会長や関口会長の方針に、オンラインツールの活
用、「MyRotary」への登録と活用を推進するとあります
ので、7月26日のセミナーに参加して、会員の皆様にご
活用のご案内をさせていただければと思います。

ロータリー情報委員会　島村健委員長
　内容的には、尾花クラブ研修リーダーからお話しがあ
ったように、入会３年未満の方を対象にということで、副
委員長が細野さん、委員には齋藤博重直前会長、大塚
崇行パスト会長、村岡パスト会長の委員会メンバーで、
委員会を開催できればと思っております。

会員選考委員会　名取勝委員長
　会員を選考させていただくのですが、細則に「会員に
推薦されたすべての者を個人的な面から検討して、そ
の人格、職業上および社会的地位並びに一般的な適格
性を徹底的に調査しなければならない。」と書かれてい
ますので、この線で進めていきたいと思います。

プログラム委員会　須田悦正委員長
　プログラムでは、７月は会長幹事にお願いしてしまっ
たのですが、８月以降について、本日プログラム委員会
を開催させていただいて、委員の皆さんの力をお借りし
て１年間過ごしてまいりたいなと思っています。１年間を
通して楽しいプログラムにしたいなと思います。

　また入会３年未満の会員の新会員の皆さまへのレク
チャーですが、その方のスポンサーにも出席いただくこ
とが大切かなぁと思っています。そのような情報委員会
が開催できたらと思っています。

新任役員の皆様のご挨拶、
予算審議へのご了承
ありがとうございました。
今年度もよろしくお願いいたします。

AGEO ROTARY CLUB

幹　事　報　告
藤村　作　幹事

ビジターゲストあいさつ

ばれています。奈良時代、平安時代には薬用植物と
して扱われています。江戸時代には七夕の頃に咲く
事と、牽牛にちなんで朝顔の花を「牽牛花」と呼ば
れたことから、織姫を指して「朝顔姫」と呼ぶよう
になりました。花が咲いた朝顔は「彦星」と「織姫
星」が年に一度出会えた事を表して、縁起が良いも
のとされました。この事から、夏の風物詩として鉢
植えの朝顔が牛が牽く荷車に載せられて売り歩かれ
るようになつたそうです。補足として、俳句の季語
賭しては挽夏から初秋にかけての秋の季語として用
いられています。朝顔を見かけた時、朝顔の歴史に
ついて思い出し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。

◆青少年交換留学生　島
村江里香さん、ようこそ。ア
メリカでのメーキャップで
２つのクラブのバナーをお
預かりしました。
◆献血運動は8月6日に行
いますのでご協力のほどお願い申し上げます。
◆斎藤修弘会員が結婚しました。おめでとうございます。
お祝いはまた後日お渡しいたします。
◆今年度のＲＬＩ、第１回は9月12日に開催され、当クラ
ブからは樋口副幹事に参加していただく予定です。
◆青少年交換留学生を募集しており、8月5日が応募締
め切りになっています。推薦したい方がいらっしゃった
らお願いします。
◆前年度のサンパウロで開催された国際大会には大塚
パストガバナーが参加してくださいました。お疲れ様で
した。国際大会の資料がＲＩのホームページに掲載され
ましたのでご興味がある方はご覧ください。
◆ロータリーの囲碁大会が10月3日に開催されます。
◆地区の記念ゴルフ大会が10月19日（月）プレステー
ジカントリーで開催され、締め切りは7月31日になりま
す。皆さまご参加のほどお願いいたします。
◆齋藤博重直前会長を慰労する会が8月6日に恵比寿
亭で開催されます。ご参加のほどお願いいたします。
◆なお本日夜、プログラム委員会と会員増強維持委員
会が開催されます。今年度は委員会活動を活発にしよ
うということで、各委員会とも開催のほどお願いいたし
ます。

会員増強維持委員会　大塚信郎委員長

埼玉県赤十字血液センター　献血推進一部　山下輝雄様

委員長報告

　第１回目の会員増強維
持委員会を今夜開催しま
す。どなたでも参加いただ
けますので、ご都合つく方
は大木さんまでにお申込
下さい。

　かねてからの献血運動
へのご賛同ご協力、ありが
とうございます。お話しにで
ているように8月6日に上尾
駅東口に於きまして献血バ
スがお邪魔しますのでお力
添えのほどお願いいたしま
す。血液の現状ですが、全
国的にみても少子高齢化
が進む中で、血液の確保量
に対して使用量が上回って
います。埼玉県においても、
今までは500万人以上の
方が献血してくださってい
たのですが、昨年平成26
年度は500万人をきってし
まい、今まで埼玉県は他県
に血液を渡していた方なの
ですが、現在は群馬・栃木など近県から頂かないと血液
がまかなえていない状況です。皆さまのお力がどうして
も必要で、ぜひ皆様のお知り合いの方々にもお声掛け
いただけると幸いです。当日どうぞよろしくお願いいたし
ます。

世話人　島村　健パスト会長
　「齋藤博重直前会長を
慰労する会」の幹事になり
ました。幹事報告にあった
ように8月6日に恵比寿亭
で開催します。よろしくご参
加のほどお願いいたします。

AGEO ROTARY CLUB

直前会長　ロータリ-財団委員会　齋藤博重委員長

結 婚 報 告

例 会 主 題
新任役員挨拶　新年度事業計画発表・予算審議

斎藤　修弘会員

　関口会長は２回目なので特にフォローするところはな
いかなと思いますが、気になる点がありましたらサポー
トできたらと思います。またロータリー財団委員長を仰
せつかっております。１人あたり250ドル（日本円にする
と３万円ちょっと）の寄付をお願いできればと思います。
目標を達成できたらと思いますので１年間よろしくお願
いいたします。

　新婚旅行よりおととい帰
ってきました。6月29日から
9日間イタリアに行ってきま
して、本日スピーチを用意
していましたが詳しくはま
た２週間後にご報告いたし
ます。まずは御礼を申し上げます。

2014-2015年度　青少年交換留学生　島村江里香様
　去年8月から今年6月30
日までアメリカ・フロリダ州
に約１年間留学させていた
だき、7月1日に帰国しまし
た、大妻嵐山高校２年の島
村江里香です。アメリカで
３つのホストファミリーにお世話になり、３軒ともそれぞ
れ違う市に住んでいたので、違った市で生活できて楽し
かったです。学校ではすべての授業が選択授業で毎回
クラスを移動しなければならず、休み時間は移動で終わ
ってしまいます。最初のうちは友達ができるか不安でし
たが生活していくうちにだんだん友達ができ、学校も楽
しくなりました。上尾ＲＣのみなさんがスポンサーしてく
れたおかげで留学経験ができました。また日を改めて報
告させていただきます。ありがとうございました。

会長会　会員増強維持委員会委員長　大塚信郎委員長
　困った時の会長会、ということで、困らなければ楽しく
できたらなぁと考えています。会員増強維持は先程申し
た通り、委員会活動を活発に行い、会員を増やしていく
にはどうすべきかという討論をしていきたいと思います。

副幹事　クラブ奉仕委員会　樋口雅之委員長
　副幹事としては上尾ロータリークラブ全体のことを学
んでいって、将来役に立てる人材になえるよう努力をし
ていきたいと思います。そして会長、副会長、幹事の補佐
を少しでもできたらと思います。
　クラブ奉仕委員会としてはクラブ内の活性化や効率
的な運営につながるような活動を行いたいと思います。
先程幹事報告にあったＲＬＩにも参加予定です。

S.A.A.　斎藤修弘会員
　今年度も昨年に引き続き、パソコンで式次第をプロジ
ェクターで映写させていただいております。昨年度は久
保田副会長のＰＣを使わせていただいておりましたが、
今年度クラブでＰＣとリモコンを購入させていただきま
した。私以外に北村さん、門崎さん、坂本さんの４人でス
ムーズな会の進行・会場監督に努めさせていただきま
すので１年間どうぞよろしくお願いいたします。

会計　大木保司会員
　事務局と月１回、入出金のチェックをさせていただい
ています。今年も同様ですが、本日の理事会で決算の報
告をします。

藤村　作幹事
　今まで通り関口会長をサポートしていきたいと思いま
すが、関口会長は２回目なので一生懸命勉強しながら
支えていきたいと思います。委員会活動も活発に行って
いただきサポートしていきたいと思います。

久保田　勲副会長
　会長幹事をしっかりサポートできるよう努めていきた
いと思います。幹事の時はいろいろやりたいことがあっ
たのですが毎週例会があるので、結局なにも出来ずに
あっという間に１年間過ぎてしまったので、今年はいろ
いろな形で少しずつやっていきたいなと思います。

シニア会　武重秀雄会員
　会長会とだいぶメンバーは似ていて、あまりシニア会
を開催していませんが、今年は開催したいと考えていま
す。シニア以外の方もご参加していただいて親睦を深め
たいと思います。

クラブ研修リーダー　尾花正明会員
　クラブ研修リーダー３年目ということで最終年度、仰
せつかりました。今年度も島村情報委員長と連携をとり
ながら研修をしていきたいと思います。今年度は地区か
らも前年度のうちにクラブ研修リーダーセミナーが開催
され資料が届いています。そちらの資料も使いながら例
会等でお話しさせていただければと思います。


