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世界へのプレゼントになろう

6月30日  最終例会
　　　　 （時間・例会場変更）
7月 7日  新旧会長・幹事引継式
　　　　卓話 大貫 等ガバナー補佐
7月14日 新任役員挨拶
　　　　新年度事業計画発表
7月21日 クラブフォーラム①
7月28日 納涼例会～屋形船
　　　　 （時間・例会場変更）

　皆さんこんばんは。本日も、ご出席ありがとうございます。
　国際ロータリー第2770地区ガバナー補佐大國博様、ようこそお出で
頂きありがとうございます。米谷記念奨学生のチョウドリ・イムルル
君ようこそ。
　今週は6月13日に新旧会長・幹事会があり藤村幹事、久保田副会長、
樋口副幹事と出席しました。また同時開催で地区懇話会も開催され大
塚パストガバナー、尾花パスト会長が出席されました。
　さて、6月11日の大宮氷川神社でホタル観賞会があり、行ってきまし
た。氷川神社にホタルを復活させようと、当クラブの古賀会員も活動
されています。明治から昭和にかけて、大宮には沢山のホタルが自生
していて毎年皇居にホタルを献上していたようです。
　この季節の風物詩、ホタルについて調べてみました。おもに熱帯か
ら温帯の多雨地域に、世界では約2,000種が生息しています。日本でホ
タルといえば、5月から6月に孵化するゲンジボタルが知られています。
日本国内には約40種がおり、本土より南西諸島に多くの種が生息して
います。ゲンジボタルの成虫が初夏に発生するため、日本では夏の風
物詩となっていますが、必ずしも夏だけに出現するものではないよう
です。成虫は体長数ミリから30ミリほどで、甲虫としては小型から中
型です。体形は前後に細長く、前胸は平たく頭部を被うこともありま
す。色合いは全体に黒っぽく、前胸だけが赤くなっています。ホタル
の寿命は約1年です。日本に住むゲンジボタル、ヘイケボタル、クメジ
マボタルの3種の幼虫は淡水中に住んでカワニナ、タニシなどの淡水生
巻貝類を補色します。ホタル全体としては、少数派のようです。多く
の成虫は口が退化しているため、口からは水分を摂取する程度しかで
きません。このため、成虫となった1～2週間の間に、幼虫時代に蓄え
た栄養素のみで繁殖活動を行うことになります。発光のメカニズムは、
腹部の後方の一定の体節の発光器によります。幼虫も光り、腹部末端
の体節に発光器を持ちます。ホタルの発光物質はルシフェリンと呼ば
れ、ルシフェラーゼという酵素とアデノシン三リン酸が働くことで発
光します。発光は表皮近くの発光層で行われ、発光層の下には光を反
射する反射層もあります。電気による発光と比較すると効率が非常に
高く、熱をほとんど出しません。日本にはゲンジボタル、ヘイケボタ
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　年度はじめに目標をたて
、ガバナー公式訪問までに
は寄付額を達成しようとの
ことで、島村さんを筆頭に
皆様のご協力のおかげで
10/15までに達成すること
ができました。ありがとうございました。
なお上尾クラブは創立53周年で米山のいままでの奨学
金合計は4,100万円ほどでした。ちなみに上尾西クラブ
は創立45周年で4,700～4,800万円の寄付をしている
そうです。ご報告まででした。ありがとうございました。

米山記念奨学委員会　富永　建委員長
奉仕プロジェクト委員会　久保田勲委員長

スマイルスマイル

関口会長／久保田副会長／藤村幹事／富永会員／齋藤重美会員／
井上会員／村岡会員／島村会員／深澤会員／野瀬会員／長沼会員／
斎藤修弘会員／門崎会員／坂本会員／春日会員／芳賀会員

第５Gガバナー補佐　大國　博様　一年間たいへんお世話になりました。
萩原会員　　￥10,000　年度末のご寄付ということで。
樋口副幹事　素敵な結婚祝いのお花、ありがとうございました！　丸15年です。
宇多村会員　最終例会6月30日、多くのご出席よろしくお願いします！

出席　　会員数　　３7　　　出席数　　22
欠席　　欠席数　　15　　　（％）　 59.46
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  3
修正（％）　 　   91.89    　    （Ｍ・Ｕ）     7

んからお礼の手紙が届いたそうで、キムさんはとても感
激していました。クラブの皆様にもたいへんご協力をい
ただきありがとうございました。今後ともよろしくお願い
いたします。

委員長の皆様、ご報告ありがとうございました。
一年間お疲れ様でした！

S.A.A.　斎藤修弘会員
　この一年、ＳＡＡとして勤
めさせていただきました。
何度か私が欠席をしたの
ですが、深澤会員、門崎会
員、坂本会員に助けていた
だきました。今年はパソコ

　奉仕プロジェクトを束ね
てということで、例年の活
動のほかに、血液センター
見学、認知症サポーター養
成講座開催などの奉仕活
動ができました。ありがとう
ございました。職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕では、次
年度に向けた形で委員会活動ができればと思いますの
で、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。

ンを新調して、若干不具合はありましたが、藤村幹事と
連携して、無事にプログラムを進行できたかなと思って
おります。会場監督という役目の中では至らぬ点もあっ
たかと思いますが、諸先輩方からいろいろとご指導をい
ただけました。一年間ありがとうございました。

AGEO ROTARY CLUB

幹　事　報　告
藤村　作幹事

ビジターゲストあいさつ

委員長報告

◆先日、会長幹事会があり
大國ガバナー補佐とも面
会したのですが、他クラブ
はあと１～２回しか年度内
の例会が残っていないの
に、上尾クラブは３回も例
会があり、「上尾さんは真面目だな」とお話しいただきま
した。
◆次年度の奉仕プロジェクト部門セミナーが8月14日
12:30から越谷サンシティホールで開催されますので
出席される方はよろしくお願いいたします。
◆インターアクト年次大会が7月31日に春日部共栄高
校で開催されますので、出席される方はよろしくお願い
いたします。

ル、ヒメボタル、マドボタル、オバボタルなどが知
られています。
　村上春樹氏の「ノルウェーの森」のなかで、主人
公が目白の学生寮の屋上で近くのホテルから離され
たホタルを見ることが書かれていたことを思い出し
ました。この季節、色々なところでホタルの鑑賞会
が行われています。皆さんも、どこかに行かれては
いかでしょうか。
　以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。

親睦活動委員会　宇多村海児委員長
　本日、皆様のお手元に最
終例会のお知らせとお申
込書を配らせていただきま
した。ご案内が遅くなりまし
て申し訳ありませんでした
が、関口年度のフィナーレ
を飾らせていただければと思います。なお今回はなるべ
く多くのご家族の方にお越しいただきたいと思います。
今回アトラクションとして、フリースタイルフットボール
世界チャンピオン徳田耕太郎氏がパフォーマンスを披
露してくださいます。世界チャンピオンのパフォーマンス
を間近に見られる機会はめったにないと思いますので、
ぜひお子さん・お孫さんを連れてきていただければと思
います。どうぞよろしくお願いいたします。

RI.D2770地区 第5Gガバナー補佐　大國　博様

　本日は6月末をもって
2015～2016年度のガバ
ナー補佐の任務が終了し
ますので、上尾ＲＣの関口
会長・藤村幹事、そして会
員の皆様に在任中の数々
のご支援ご協力のお礼に参りました。2015年7月からガ
バナー補佐となり第５Ｇの各クラブへの表敬訪問とい
うことで上尾クラブさんへは初例会にお訪ねして、ちょ
うど大宮中央ＲＣさんが大勢おいでになっていて重圧
に感じました。そして年度はじめからの部門セミナーは
土日連続していて、たいへん暑い夏だったことを思いだ
します。
　ガバナー補佐会議が隔月と、それに次いで第５Ｇ会
長・幹事会がありました。各部門セミナーが終了した直
後から井原ガバナー公式訪問の準備が始まり、10/15
に上尾クラブさんへ訪問の際は、春日新会員にバッジを
つけたことを記憶しています。
　11月の地区大会には皆さん全員のご登録をいただき
ました。また２月のＩＭでも皆さん全員に登録いただき、
姜尚中さんの講演をメインに開催しました。各クラブ奉
仕活動の紹介の中では、「明日へのプレゼント」というこ
とで久保田勲会長エレクトにペットボトルキャップ回収
ＢＯＸ設置と、認知症施設へのオープンカフェ寄贈とい
う題目で発表をいただきました。大塚パストガバナーか
らは貴重なアドバイスをいただきありがとうございまし
た。
　4月8日の親睦ゴルフでは、大宮ゴルフで桜が満開の
中、プレイを楽しむことができました。5月ソウル国際大
会、ガバナーナイトでは12名もご登録いただき第５Ｇで
は４番目に多い登録者数で感謝を申し上げます。
　上尾クラブさんにはロータリー財団、米山記念奨学
金寄付に今年度もたいへんご協力をいただきありがと
うございました。あらためて関口会長・藤村幹事に御礼
を申し上げます。
　最後に久保田勲会長エレクト、樋口雅之幹事エレク
ト、そして皆様が上尾ＲＣをますます盛りたてて楽しい
クラブにすることを願ってご挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。
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クラブフォーラム  『一年を顧みて』

青少年奉仕委員会　深澤 圭司委員長

職業奉仕委員会　萩原　修委員長

ロータリ-情報委員会　島村　健委員長

クラブ広報委員会　長沼大策委員長

クラブ管理運営委員会・クラブ奉仕委員会　樋口雅之委員長

米山記念奨学生   チョウドリ・イムルル君 

例会主題

　RLI　Part1、Part2の２
回参加をしました。Part3
は次年度に参加してこよう
と思います。今年度はあと
２回の例会がありますが、
皆様のご協力のおかげで
素晴らしい関口会長年度になったと思います。ありがと
うございました。

　6月11日、米山合同委員
会に出席してきました。合
同委員会では年度行事と
富士登山のご案内、卓話の
講座のご案内があり、卓話
をどのようにすればいいの
か教えてもらいました。私は今後、奨学生がいないクラ
ブに卓話をしたいなと思いました。外国人留学生が皆さ
んにお世話になっていまして、卓話をすることによってア
ピールをしてきたいと思いました。皆様のご支援ご協力
に感謝を申し上げます。これからもどうぞよろしくお願い
いたします。

　国際大会（親睦旅行）に参加できなかったことが心残
りです。一年を通して、先程の最終例会のご案内にあっ
たように、先輩から「ロータリアンとは、家族例会では家
族を連れてくるものだ」との進言を受け、だとしたらどの
ような親睦活動にしようかと考え、最終例会にむけて全
力で臨んでいるところです。私はじめ委員会メンバーで、
よりよい最終例会になるよう努めておりますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

親睦活動委員会　宇多村海児委員長

　今年、情報委員会として
は尾花クラブ研修リーダー
と一緒に5/12に開催する
ことができました。例会以
上の大勢の方にご出席い
ただき、新会員の方にはち
ょうどよいテキストがありましたのでお渡しいたしまし

た。来年以降も多くの新会員の方にこのテキストをご覧
いただけるといいなと思います。一年間ありがとうござ
いました。

　年度はじめからはペットボトルキャップ回収ＢＯＸの
ステッカー製作と設置に携わらせていただきました。認
知症施設にウッドデッキを寄贈するという奉仕活動は
『ロータリーの友』に掲載され、My Rotaryの登録促進
では目標の50%に達し、今年度の年度計画書に記載し
た計画はすべてクリアいたしました。
　印象に残っているのは、朝霞の不明少女についての
捜索卓話をfacebookに掲載したところ、シェアが広が
り、「上尾クラブからの発信」が4000名の方の目に触れ
たことです。結果的には上尾とは別の場所で少女が無
事に発見・保護されたのですが、これも皆様の祈りのチ
カラが実を結んだのではないかなと思います。一年間あ
りがとうございました。

　今年は「４つのテスト」「
ロータリーの目的」の予定
表をつくったのと、企業訪
問をしながらお花見に行き
たいと思って明治製菓＆サ
イボクハムにバスツアーを
しました。私が入会した頃は、お花見の例会があったり、
家族で参加するイベントがあったので、そういうのを復
活させたいなと思って企画・開催しました。おかげさま
で楽しい企業訪問になりました。ありがとうございまし
た。

　今年度は韓国訪日団か
ら２名の女学生が1/8に来
日されジョリーテーブルで
歓迎会を行いました。1/9
はインターアクト協議会が
共栄大学で行われ関口会
長とともに参加してきました。1/10の東京見学ではディ
ズニーランドを満喫し、1/11・12の自由行動では世界
遺産の富岡製糸工場に寄り、伊香保温泉、榛名神社に
行ってきました。温泉は露天のある宿にして、10～12日
で日本を満喫していただきました。その後上尾高校に行
き、4泊5日というタイトなスケジュールでした。毎年通訳
でお世話になっているキムさんのもとに、今年の生徒さ
 


