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関口 和夫会長

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、大宮ロータリークラブ会長平田繁様、幹事小林義久様よう
こそおいで頂き、ありがとうございます。今週は7月18日にロータリー
財団セミナーに出席しました。大塚パストガバナー、齋藤直前会長が
出席されました。7月19日は、米山記念奨学部門セミナーに大塚パスト
ガバナー、島村パスト会長、米山奨学生の周君と出席しました。皆さ
ん、お疲れ様でした。昨日は、K.R.ラビンドランRI会長からのメッセ
ージのメール届きました。皆様にも、ご覧いただきたいと思います。
先日、日本橋の高層ビルからスカイツリーの方向を見ていましたら、
あるビジネスホテルの青色のネオンサインが沢山あることに気がつき
ました。夜の闇の中に、鮮やかな青色が目立っていました。NHKのe
テレでオランダの照明デザイナーのローヒル・ファン・デル・ハイデ
のスーパープレゼンテーション「光に闇が必要なわけ」を見ました。
彼は、有名な建築家ル・コルビジエの「照明は雰囲気を形成する 照
明は空間感覚を作り出す そして照明は構造の表現でもある」と言う
言葉を取り上げています。コルビジエの美しい作品には、暗闇を利用
して照明を作り上げています。私たちにとって健やかな良い照明は、
適切な暗闇なくして成立しないと語っています。今日の現代医学では、
生化学的観点から光に関する正しい理解が存在しています。何かを眺
める時に、私たちを最も助けてくれるのは、私たちが最も敏感な黄色
の光であると考えられます。しかし起床と睡眠、注意とリラックスを
促す「サーカディアンリズム」生物に備わる昼と夜とを作り出す1日
のリズム。この引き金は青いライトで、環境内で青色の光を調整する
ことによって、リラックスや緊張、睡眠や居眠り防止を推進すること
が出来るそうです。
ＬＥＤが普及して、極小化した光を使うことが出来て、闇を保つこ
とが可能になりました。最近のＬＥＤは全て青色のライトを放ちます。
この色は、あまり心地良くないためにカバーで覆います。青い光に照
らされた蛍光体は白色の優しい暖かい光を生み出します。これにレン
ズを付ければ、光を収束して、光を漏らすことなく送ることが出来ま
す。こうして闇を保ち、光を作ることが出来ます。
彼は、都市の照明のありかた、闇からの利も得られる環境を作れな
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いかと問いかけています。海上でも沢山の照明が設
置されています。動物の生活を改善する意味でも、
禁止することは出来るはずだと主張します。渡り鳥
が迷わないように、海上のライトを緑色にすれば正
しい進路を行けるそうです。
光と闇が柔らかな融和の中で、互いに高め空間を
作り出すことが出来ることを話していました。照明
が、私たちの人生を豊かにしてくれることに気づき
ました。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。

幹
藤村
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報

ればと思います。大勢の方に参加いただきたいと思い、
早めに出席確認をしたいと思います。そのほか関口会長
からは日帰り旅行を計画したいと言われておりますので
よろしくお願いいたします。
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告

作幹事

◆インターアクト年次大会
が８月１６日（日）に浦和で
行われ、関口会長と、私と、
深澤委員長の３人で出席
する予定です。
◆大宮ＲＣの６０周年記念
ゴルフチャリティーコンペが鴻巣カントリーで９月２９日
（火）に開催されます。後ほど参加者を募りたいと思いま
すのでよろしくお願いいたします。
◆地区のゴルフコンペが１０月１９日（月）にプレステー
ジで行われます。
◆現在セミナーが行われていますが、
２５日の青少年奉
仕部門セミナーには深澤会員に行っていただき、
２６日
の広報部門セミナーは長沼会員に行っていただき、
８月
第１例会に報告をしていただきます。
◆会員増強維持委員会では第１回が先日行われました
が、早速第２回目が７月２９日（水）に開催されることに
なっています。委員会メンバーの方はよろしくお願いい
たします。
また委員会以外の方もぜひ出席をお願いした
いと思います。
◆今月入会月の方が多いのですが財団協力金をお願
いいたします。
◆プログラム委員会が７月初めに開催され、今年度のプ
ログラム方針が決まりました。今年度も会員の皆様に卓
話をお願いする場合があります。昨年は自分史でしたが
、今年はご本人の「仕事や趣味」での卓話を予定してい
ます。須田委員長からお話しがありましたら快く卓話を
引き受けていただければと思います。そのほか月間の卓
話について詰めていきたいと思います。
◆今年度の会員旅行は、韓国での国際大会に振替にな
りますので、そろそろホテルの準備等を進めていただけ

大宮ＲＣ６０周年の会長
の平田と申します。
また小
林幹事です。
貴クラブに於かれまして
は関口会長・藤村幹事のも
と、スムーズにスタートがき
られたこととお慶び申し上げます。
大宮ＲＣは６０周年ということで、
６０歳＝還暦になり
ましたが、子クラブや孫クラブにぜんぜん回っていなか
ったものですからここでご挨拶に回らせていただこうと
いうことで、
６０周年のＰＲ、お礼とご報告に、
３０クラブ
ほど予定のうちいま半分を回らせていただいたところで
す。
まず９月２９日（火）、鴻巣カントリーでチャリティーゴ
ルフを開催します。各クラブ１組みを出していただけると
ありがたく思います。
また来年３月にはハワイへ会員旅
行を考えていて、
５月に講演、
５月２１日にパレスホテル
で式典を考えています。
毎回お祭りのような例会を行っていますので、ぜひ参
加にお越しいただければと思います。
どうぞよろしくお願
いいたします。
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結 婚・誕 生 祝 い
お誕生日
藤村

前年度事業報告・決算報告
斎藤 修弘会員

おめでとうございます！

作会員

私、生まれは1967年7月26日生まれ、未年、年男48
歳です。予定としては再来年の会長の年に50歳というこ
とで齋藤博重直前会長と同じパターンかなと思います。
同年代の会員には大塚崇行会員、宇多村会員、長沼会
員、門崎会員がいます。徐々に同年代が増え、
また年下
の若い世代の会員も増えてきて嬉しく思います。
この後、斎藤修弘会員の新婚旅行のお話しがあるの
ですが、斎藤会員は入会して２年で結婚ということで、
私もクラブに入会して丸１年後の40歳で結婚して、斎藤
会員もちょうど40歳とのことで、クラブの活動がだんだ
ん忙しくなると思いますが、できるだけ奥さんを大切に
していただければと思います。
またぜひクラブに家族も
連れてきていただければと思います。
私個人的には７月から幹事が始まり、始まる前からか
なり忙しかったのですが、始まって例会をおえるとまた
次の週の準備ということで幹事はしんどいとあらためて
思っています。
こうやって積み重ねて１年間経っていくの
かなぁと思います。
私が会長になる２年後は、上尾ＲＣは55周年というこ
となので皆さんぜひご協力のほどお願い申し上げます。
また仕事関係では藤村病院の来年度が創業１３０周年
ということで、なんらかのことをしたいと思っています。そ
ちらも機会がりましたらぜひご出席いただければと思い
ます。ありがとうございました。

にあったのだなぁと思いました。経営者の方々はローマ
時代が好きな方が多く、今回の旅行で、ローマ時代につ
いての書物を読もうかなぁと思った次第です。
あとはバチカン市国にあるサンピエトロ大聖堂に行き、
美術館に入るのに通常は３時間待ちらしいのですが今
回はツアーだったのでスムーズに入館できました。大聖
堂では荘厳さを感じ、手のこんだ装飾物の美しさに、文
化が進んでいるなと感じました。サンピエトロ大聖堂は
イエス・キリストの弟子のペテロさんが埋葬されていて、
キリスト教の文化はすごいなぁと感じました。
諸先輩方見習いながらを家庭を大切にし、仕事に励
み、ロータリー活動に努めていきたいと思いますのでこ
れからもどうぞよろしくお願いいたします。

セミナ ー 報 告
ロータリー財団委員会

齋藤博重委員長

ロータリー財団部門セミ
ナーが7月18日にソニック
シティ市民ホールで行われ
ました。メインは大宮ＲＣの
中川氏が財団部門委員長
ということでコーディネー
ターとして、
また東京大学・渋谷教授と井原ガバナーが
パネラーとしてパネルディスカッション方式で展開しま
した。ポリオの現状と最新情報について報告がありまし
た。東京大学・渋谷教授におかれましては一般社団法
人のＪＩＧＨという医療領域の課題解決に取り組む政
策シンクタンクの理事長としてもご活躍されていらっし
ゃる方で、特にＪＩＧHという団体は事業活動のひとつ

お祝いをいただきありがとうございます。私いま40歳
で、中学１年生の娘がいまして、妻は娘を受け入れてく
れ、
また親と一緒に住むことも了承してくれて、
とてもあ
りがたいなと思いつきあって１年半、バレンタインデー
にプロポーズしました。
妻と先月末から、かねてから私憧れの地であったイタ
リアに９日間行ってきました。海外旅行はアメリカや雪
山の方が多かったのでヨーロッパは初めてでした。イタ
リアは地中海性気候で乾燥し過ごしやすいんだろうな
と思っていたら、ちょうどアメリカ大陸からの熱波がきて
毎日35 〜38 と暑くて、からっと乾燥していましたが行
って夏バテしてしまいました。
観光ではローマ、ナポリ、アマルフィ、カプリ島、
フィレ
ンツェ、ベネチア、ヴェローナ、
ミラノという８都市を７日
間で回りました。ほとんどの時間はバスの移動で、現地
の７泊はフィレンツェで２泊したほか毎日ホテルが変わ
りました。私はイタリア料理が大好きで、
ワインと食事を
楽しみにしていました。須田さんからイタリアではメニュ
ーが日本語で書かれていないレストランを探すといいよ
とアドバイスをいただいていたのですが、今回ツアーで
申し込んでいたので、自分たちで選べた食事は１回しか
ありませんでした。食事はあまり・・・でしたが、
ワインは
ひと口飲んでみた時に日本のものとすごく味が違い、
と
てもフレッシュで驚き、あまりに美味しくて毎晩、最低ボ
トル１本を空けていました。
あまりにたくさん行きすぎて思いだせないのですが、
特に印象深かったのは、前々から興味があったポンペイ
の遺跡です。日本でいうと縄文時代、約2000年前に栄
えていた街が、近くにある火山が噴火し火山灰が数メー
トル積り、一晩にして消滅してしまいました。広い街で、
下水道、サウナ、公共浴場、パン屋、バーなどがあり、
2000年前に今とあまり変わらない街並みがローマ時代

にポリオの根絶活動が入っていて、そのような関係でロ
ータリーとは関わりをもたれた方でした。
ポリオの現状は、残すところパキスタンとアフガニスタ
ンの２カ国になっているそうで、パキスタンでは症例数
が８８から２５、アフガニスタンでは７から４に減少して
いるという報告がありました。
とはいえ、
ここでしっかり
根絶しないと、
またたく間に広がってしまう恐れがあると
付け加えて説明いただきました。一昨年前から大きなト
レーラーにポリオのＣＭや、大宮の大栄橋下に宣伝広
告をロータリーが出していますが本当に「あと少し」、最
後の最後にきていると報告がありました。
我々が貢献できるひとつの方法としてやはり寄付とい
うものですが、2770地区の財団目標では今年度、
１人
あたりの年次基金が200ドル、ポリオプラスが50ドルと
されています。
レートには変動がありますが現在のとこ
ろ１人あたり約３万円になっていますので、皆様にご協
力いただければと思います。財団の寄付におかれまして
は税制上の優遇措置がありますので所得税では税額
控除か所得控除を選択できますので活用いただければ
と思います。累積をして1,000ドルに達したごとに感謝
状の贈呈がありますので、一度に1,000ドルではなく少
しずつご協力いただければと考えています。今年度はす
でに大塚パストガバナー、島村パスト会長、小林パスト
会長から1,000ドルずつご寄付をいただいておりますこ
とを報告させていただきたいと思います。
１万円単位ず
つで私にご連絡いただき、事務局がしっかり累積カウン
トしますので、ガバナー公式訪問をひとつの区切りとし
て、私にお声がけいただければ幸いでございます。お願
いをこめまして財団の報告とさせていただきます。

スマイル
樋口雅之副幹事 先程、東大病院より退院して参りました。先週は欠席で申し訳ありませんでした。
武重秀雄会員
暑中見舞 元気でがんばりましょう
大塚崇行会員
セミナーへの出席、お疲れ様です。
大宮RC平田繁会長／大宮RC小林義久幹事／関口会長／藤村幹事／岡野会員／小林邦彦会員／
富永会員／井上会員／村岡会員／尾花会員／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
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