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会長あいさつ

2018-2019年度 樋口 雅之 会長

皆さまこんにちは。本日はお忙しい中、本年度第６回例会に多数の
皆さまにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。本日は
上尾市スポーツ少年団の皆様、ようこそいらっしゃいました。後ほど
ご挨拶を頂戴したいと存じます。また相談役の土屋様より、事務局と
して30年以上にわたりお世話になりましたとのことで、スマイルを過
分に頂戴しております。誠にありがとうございます。そして、米山記
念奨学生 鄭維嘉さん、ようこそ！
本日はこの後、新会員入会式がございます。新会員の丹井亮一さん、
上尾ロータリークラブへようこそ！今日から上尾クラブの一員として、
早く慣れていただき、楽しいロータリーライフを過ごしましょう。
さて、７月末から８月初めにかけて、東京ドーム巨人戦観戦と早朝
ラジオ体操例会と２週続けて移動例会でしたので、久しぶりの例会場
での例会ですね。７月２９日(日)は、移動例会として、東京ドームへ巨
人vs中日戦を観戦に行きました。米山記念奨学生の鄭維嘉さん含め、
総勢14名で行ってまいりました。行きのバスから試合観戦、上尾へ戻
っての下山講と、一日楽しく過ごすことができました。企画設営して
いただきました、芳賀親睦活動委員長、バスをご提供そして自らハン
ドルを握っていただきました小林裕一郎会員、そして日曜日にも関わ
らずご参加いただきました皆さま、誠にありがとうございました！
８月２日(木)は、早朝例会として、朝６：１５より上平公園にてラジオ
体操例会、その後に来年の甲子園大会に向けての第一歩ということ野
球部の練習が行われました。早朝とはいえ涼しいとはいえない気温の
中でしたが、気持ちよく汗を流すことができました。朝早くよりご参
加いただきました皆さま、誠にありがとうございました！
さて皆さまのお手元に上期年会費等のご請求が届いているかと思い
ます。先般の例会にてお話ししましたとおり、友好クラブ関連費（台
南東北ＲＣ）ということで例年よりも５千円多めのご請求となってお
りますので、よろしくお願いいたします。
ロータリー関連のご報告ですが、各部門セミナーが７月末で全て終
了いたしました。内容についてはセミナー報告例会にて各委員長さん
より報告がございますのでそちらにお任せしたいと思います。また、
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献血の関係で、７月３１日(火)浦和の埼玉会館にて
宇多村幹事と２名で赤十字社の「献血感謝の集い」
に行ってまいり
ました。わが上
尾ＲＣは、30年
以上にわたって
献血活動に協力
しているとのこ
とで、感謝状を
いただいてきました。皆さま、８月２３日(木)の献
血活動には是非ともご協力いただきますよう、よろ
しくお願いいたします。
話は変わりますが、先月から今月にかけて、蚊に
刺された方は例年よりも少ないかと思います。調べ
てみましたところ、蚊が活動できる気温は15℃から
35℃程度までで、さまざまな説があるため一概には
言えませんが、蚊が活発に活動できる気温は26℃か
ら32℃あたりだということです。最近になってあま
り蚊を見かけなかったのは気のせいではなく、この
異常な暑さのせいで間違いないようです。
また今年は、日中はセミの鳴き声がほとんど聞こ
えなくなっています。35℃を超える猛暑の日が続い
てしまうと、セミも極端に活動が鈍ってしまうよう
です。暑ければ暑いほど、活発に活動しそうなイメ
ージがあるだけに意外に感じてしまいます。セミの
鳴き声が聞こえなくなった時、それは「危険な暑さ」
になったという合図と言っていいかもしれません。
歴史的に遡ってみると、セミが鳴かない夏が結構あ
って、いろいろな関係が取り沙汰されていたようで
す。古くから言われていて特に怖いと思われるのは
セミと地震との関係性です。1923年（大正12年）
の７月から８月にかけて、現在の神奈川県川崎市の
一帯ではセミがまったく鳴かない夏であったと文献
に記されています。また、埼玉県や伊豆半島でもセ
ミが鳴かなかったと記録されています。そして、同
年９月には関東大震災が起こっています。また、
1707年（宝永４年）には現在の三重県亀山市で、
「蝉の声悉（ことごと）く打ちやまん・・・一帯真
夜中の様に静寂也」と記し、天変地異の前触れでは
ないかという記録が残っています。死者２万人とも
いわれる宝永大地震はその年の10月に起こりました。
さらに、同年11月には宝永大噴火と呼ばれる富士山
の噴火が起こっています。セミは幼虫として３年か
ら17年間程度、地下で生活しています。セミは地下

で地震の前兆現象を感じ取り、成虫として地上に出
るのをやめるのだという説もあります。セミが鳴か
ない理由としては、猛暑が原因ということが一般的
でしょうが、セミと地震の関係でいえば、ここ300
年ほどの間に２回の大地震との関係性を指摘される
と、過日の大阪府北部地震や西日本の豪雨災害のこ
とも気になるところです。
蚊やセミが活発でない夏というのも有難いかもし
れませんが、それよりも自然災害や猛暑がないほう
がよほど有難いかなと思います。しかし自然災害や
猛暑は我々にはすぐに防げるものではありませんの
で、日々の熱中症対策や災害への備えが肝心かと思
います。皆さまもくれぐれもお気をつけいただいた
いと思います。
本日の例会主題は、６月の国際大会トロントの報
告となります。本日もどうぞよろしくお願いいたし
ます。

幹

事

報

告

宇多村 海児幹事
◇今月のロータリーレート
は１ドル＝１１２円です。
◇上半期の会費納入のお
願いをお配りしました。
よろ
しくお願いいたします。
◇地区補助金の送金の連
絡がきております。
これは年末に予定している青少年育
成プロジェクトに使わせていただく予定になっています。
◇地区から国際奉仕部門の連絡です。
９／30から３泊
４日で実施予定されているフィリピン国際奉仕事前視
察ツアーの案内が届いています。参加希望される方は
幹事までご連絡ください。

委員長報告
野球部 会計 大塚 崇行会員
今年度、甲子園へ行く予
定ということで月5,000円
のご集金をさせていただい
ております。最近は移動例
会が多く、集金させていた
だく機会がなかったので、
できたら本日帰り際に７月・８月 ２ヵ月ぶんのご集金
をさせていただければと思います。
よろしくお願いいたし
ます。
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新会員

ビ ジター ゲ ストあいさつ

入会式

新会員紹介 尾花 正明会員

上尾市スポーツ少年団 本部長 小板橋英雄様

本日、推薦人の一人とい
うことで新会員を紹介させ
ていただきます。丹井亮一
さん、埼玉県桶川市にお住
まいです。1952年8月22日
生まれ、かつて桶川ＲＣに
所属しておりました。仕事関連の新規事業開拓と代理
店会議の都合から桶川ＲＣさんの例会日に出席できな
いということで退会したのですが、今回当クラブに新た
な気持ちで入会となりました。仕事の内容は健康産業
です。かつて地区の社会奉仕部門では東日本復興の物
産展を立ち上げた方です。
よろしくお願いいたします。

昨年まで本部長を
務めていた村田喜代
汰氏にかわって、今
年度から本部長を引
継ぐことになりまし
た、小板橋と申しま
す。どうぞよろしく
お願いいたします。スポーツ少年団は今年度53年を
迎え、後援会は30年を迎えることになっていていま
す。島村会長さん、大木副会長さんをはじめ、上尾Ｒ
Ｃの皆さまにはご支援をいただきたいへんお世話にな
っております。ありがとうございます。協賛金のほか
にも、上尾ＲＣさんにはバレーボール部会とソフトボ
ール部会にご支援をいただき冠大会を毎年開催させて
いただいております。バレーボール部会では昨年、第
37回ファミリーマートカップ埼玉県大会で女子の上
尾クラブが優勝し全国大会に出場しました。この部会
のみならず、少年団全体、上尾ＲＣさんのご支援が励
みになっています。本当にありがとうございます。今
後もご指導ご支援を賜りたくお願い申し上げます。

襟ピンバッジ授与

新会員あいさつ 丹井 亮一会員
今から12年前に桶川Ｒ
Ｃに入会したのですが、そ
の時はこのような入会式を
行っていませんでした。な
ので、改めて本当の新会員
としてロータリーを一緒に
がんばっていきたいなと思っています。先ほど尾花さん
からご紹介いただきましたが、
６年間、地区に出向させ
ていただきずっと尾花さんに勉強させていただいていま
した。伝統ある上尾クラブに入会させていただいたこと
に感謝し、皆様のご指導ご鞭撻をいただきながらさらな
るロータリー活動をしていきたいと思いますので何卒よ
ろしくお願いいたします。
歓迎の言葉 大塚 信郎パストガバナー
私がガバナーだった2009-10年度に、桶川ＲＣさ
んの会長でした。地区では奉仕プロジェクトで、私
が担当諮問をしている時に、たいへん活躍してくだ
さいました。丹井さんの入会を歓迎いたします。よ
ろしくお願いいたします。

ロータリー米山記念奨学金授与

米山記念奨学生

7月28日に卒業研究の
中間発表が終わり、次の
日から夏休みになりまし
た。29日は上尾ＲＣさん
の移動例会、巨人-中日戦
ということで参加させて
いただきました。この日、お酒をたくさん飲んだので
すが、翌日が富士登山ということで、朝３時に起床し
元気に参加させていただきました。登山では天候に恵
まれ星空を観て、全員登頂できご来光も拝めました。
私は途中でリタイアするかもと思っていましたが、意
外と元気で頂上まで登れ、山頂での味噌ラーメンとお
でんはとても美味しかったです。翌日は友人と豊洲の
花火大会に行き、8月4日は大塚崇行カウンセラーと
一緒に上尾市の花火大会を観にいきました。
来週木曜から国に帰ります。２年半ぶりの帰省で、
母親のほか、韓国にいる妹もすでに中国に帰っている
ので、久々に家族に会えることを楽しみにしています。

中 川 ガバ ナ ー ビ デ オレター

米山感謝状授与・ロータリー財団記念品授与
米山記念奨学会に寄付をした大塚信郎会員と久保田
会員に感謝状が、ロータリー財団に寄付をした藤村
会員と樋口会員に
記念品が、それぞ
れ授与されました。
おめでとうござい
ます！

例会主題〜卓話

鄭 維嘉（てい ゆいか）さん

会員増強月間
にちなんだ、
中川ガバナー
のビデオレタ
ーを放映しま
した。

トロント国際大会報告

春日 孝文会員

６月、トロント国際大会に行ってきました。ガバナーナイト、開会式はもちろん、2011-12年度に交換留
学生でお世話をしたニノ君に再会したり、高さ553.33mのCNタワーでスカイウォークをしたり、大瀑布ナ
イアガラの滝や、お城のような高級邸宅カサロマを観光したりと、ロータリーと観光を満喫してきました！

スポーツ少年団相談役 土屋正男様
：スポ少後援会事務局設立時よりお世話になりありがとうございます。
樋口会長／宇多村幹事／須田副会長／
武重会員／大塚信郎会員／吉川会員／小林邦彦会員／齋藤重美会員／
村岡会員／尾花会員／大木会員／大塚崇行会員／島村会員／
齋藤博重会員／久保田会員／藤村会員／野瀬会員／長沼会員／
春日会員／芳賀会員／小田切会員／丹井会員

丹井会員、入会おめでとうございます！
春日会員、国際大会報告ありがとうございました！

出席
欠席

会員数
欠席数

前々回確定
修正（％）

３5
10

出席数 25
（％） 71.43

100.00

欠席数 0
（Ｍ・Ｕ） 0
ｕｂ Ａｇｅ
Ｃｌ

ｏｔａｒｙ
ｏＲ

ｂ Ａｇｅ
Ｃｌｕ

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
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