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例会開始前の握手会 

 

ロータリーソング斉唱    （奉仕の理想） 

 

四つのテスト唱和    寺西修身 会員 

 

お客様紹介  

紹介者             宮城 仁 会員 

この度、熊谷法律事務

所の景山先生の所で修業

されたお二人のお客様を

ご紹介申し上げます。お

二人は今度、景山先生か

ら独立され、新たに鴻巣

市内にこうのす法律事務所を設立、この 4月

よりスタートしたばかりの若い弁護士さんです。

できるだけ早く当クラブの会員になって頂く

様お願いします。会員の皆様、何か法律の
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事、その他何でも結構です、ご相談ください。

早く会員になって下さることを祈りご紹介させ

て頂きました。 

こうのす法律事務所 弁護士 森田智博 様 

 

弁護士 根岸 遼 様 

 

会長挨拶             石井英男 会長 

 皆様こんにちは 

今日は宮城会員の紹介

で水曜ロータリークラブに

入会予定の若手 2 名に出

席して頂き、誠にありがとう

御座います。 

先日 15 日（日）はワールドカップ 2014 ブラ

ジル大会日本とコートジボワールのサッカーが

あり 1－2で日本は敗戦でした。コートジボワー

ルの選手でドログバ選手 34才のスーパープレ

イヤーが途中より参戦してからは、あいてのリ

ードになりましたね。今週は 20 日(金)AM7：00

に日本、ギリシャ戦がキックオフです。今度は

是非ニッポンがギリシャに勝って日本の若者を

はじめみんなで喜びたいと願っております。 

鴻巣シネマで6月14日（土）より公開の東宝

系シネマ「春を背負って」を水曜ロータリークラ

ブ、令夫人（すいの会）の皆さまが、6 月 17 日

（火）に見てこられました。映画作品の感想を

聞きますと「標高 3000ｍの立山連峰を舞台に

描かれる家族の物語でスクリーンから見る景

色は最高でした」 

また、会員、家族の皆さまと親睦企画をたて

て映画鑑賞していきましょう。 

以上ありがとうございます。 

幹事報告    小林玲子 次年度幹事 

① 6月11日(水) 4C親睦

ゴルフ大会引継  鴻

巣CC 石井、山口 

② 6月12日(木) 鴻巣市

青少年健全育成市民

会議総会 欠席 

③ 6月13日(金) ふれあい鴻巣ウオーキン

グ反省会 レストランとき 石井会長他5

名、鴻巣市レクリエーション協会から6名

参加 

④ 6月19日(木) パスト会長会 ゆき寿司 

⑤ 6月20日(金) 会員増強維持部門セミナ

ー 川口市民ホールフレンデイア 

⑥ 6月25日(水) 鴻巣水曜RC親睦ゴルフ

大会 大麻生GC 

⑦ 6月25日(水) 鴻巣水曜RCボウリング大

会 ラウンドワン鴻巣店 

⑧ 6月25日(水) 鴻巣水曜RC最終例会 

レストランとき 
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クラブフォーラム 

ロータリー財団委員会    宮城 仁 委員長 

活動方針 

財団はロータリーの中心

的役割を果たしております。

特に資金的運用面、貴重な

財源が世界の各地で生かさ

れております。 

ロータリアンとして、理解とご協力をお願い

申し上げます。 

活動計画及び実施方法 

年次寄付     200 ドル×会員数 

ポリオプラス寄付 50 ドル×会員数 

         計 250 ドル×会員数 

ベネファクター  1名（1,000 ドル） 

会員には全員 5,000円の寄付金を募り不測

の場合は委員長が責任を持つ。 

R 財団ポリオ撲滅の為、地区卓話者を依頼

し会員への理解を願う。 

米山記念奨学委員会   宮坂良介 委員長 

活動方針 

文部省から 1967 年に米

山梅吉氏の功績を記念し

て認可され、財団法人ロー

タリー米山記念奨学会が

設立されました。ロータリー

米山記念奨学事業は全国のロータリアン寄付

を財源として日本で学ぶ私費外国人留学生に

奨学金を支給・支援する国際奨学事業です。 

第 2770 地区では、米山記念奨学部門セミ

ナーを平成 26年 8月 3日、米山記念奨学学

友委員会と米山記念奨学増進委員会で開催

します。 

皆さまへは今以上、米山記念奨学制度をご

理解いただける様お願い申し上げます。 

活動計画及び実施方法 

クラブ会員一人当たり 25,000円目標の米山

記念奨学寄付金は 10,000円×32名分を会費

より寄付とし、残りの目標額はロータリアンの皆

様にひろくお願いして 100％を達成したいと考

えております。 

卓話             山川泰利 会員 

ロコモティブシンドロームとは 

日本も高齢化が進み、単に寿命を延ばす

だけでなく、健康に生活することができる期間

である健康寿命を延ばす

ことが求められています。

健康寿命は心身ともに自

立して健康に生活すること

ができる期間と定義されて

いて、平均寿命と健康寿

命の差が、不健康な期間であり寝たきりや介

護が必要な状態を表します。この差をいかに

短くするかが、高齢化が進む現在の日本にお

ける重大な課題となっています。そこで、提唱

されたのがロコモティブシンドロームです。 

ロコモとは、主に加齢による骨・関節・筋肉と

いった運動器の機能が衰えることにより、日常

生活での自立度が低下し介護が必要となった

り、寝たきりになったりする可能性が高い状態

のことをいいます。立って歩くことが困難になる

と移動能力が低下し日常生活レベルを低下さ

せ、メタボリックシンドロームや認知症を誘発す

るおそれや、寝たきり状態や介護が必要な状

態になるリスクが高まるのです。こうした危険を

防ぎ健康寿命を延ばすために、なるべく早期

に予防をすることが重要と考えられます。 

ロコモの 3 大要因は、運動器の疾患・筋力

の低下・バランス能力の低下です。主な疾患

は、骨粗しょう症・変形性関節症・脊柱管狭窄

症などです。 

最も衰えやすいのが運動機能で、特に筋力

の衰えが顕著です。ロコモは気づかずに進行

していきます。そこで転倒防止が最もと大切と

なります。 

ロコモを防ぐ運動としてロコトレがあり、開眼

片脚立ち・スクワットが主となっており足腰を鍛

えます。またラジオ体操などもお勧めで、運動
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習慣を身につけ運動器の機能低下を防ぐこと

が重要となります。また、骨や筋肉を丈夫にし

たり適切な体重をコントロールするために食生

活の改善も必要となります。 

皆さん、今日から早速ロコトレをして運動習

慣を身につけ、バランスのとれた食生活を心

掛け運動機能低下を防ぎ、ロコモにならないよ

うに心がけて健康で豊かな老後を送りましょ

う。 

国際大会 帰国報告 2014.6.11 

津田健三 パストガバナー 

 

1. オーストラリア シドニー国際大会参加 

日程 H26.5月 29日～6月 5日 無事帰

国 8日間の旅 

2. ガバナーナイト出席 （231名出席） 

渡邊ガバナーご苦労様 

濱野ガバナーエレクト励ます  

3. 国際大会開会式～オリンピックパーク 

2000年の時の会場（大会会場） 

4. 友愛広場～閉まっていた（PM5：05） 

餞別の御礼 

ネクタイ～オクトンに手配 

バッチ～田中徹夫 PDGに依頼 

5. タスマニア島訪問（アップルランド） 

南 320km 世界一水と空気のきれいな島 

動物公園～カンガルーに餌を与えた 

植物公園 

◎オーストラリアの特色―見どころ 

① ユーカリの木（樹木の 80％がユーカリ）

空気がきれいになる 

② 夜景が美しい（ビルの点燈・オペラハウ

ス） 

③ ワイナリーが多くある 

④ 世界遺産 ブルーマウンテン 

⑤ オーストラリア広い人口（日本の 22 倍 

人口 2800万人） 

⑥ 美しい公園が多い 

厳しい旅・・・乗り物が多過ぎ 

（疲労困憊）乗り継ぎを含め 6回 

マレーシア～シドニー～タスマニア

～メルボルン 

来年はブラジル（リオデジャネイロ）開催 

出席報告      仁見惠美子 副委員長 

 

 

 6月 18日 6月 11日 6月 4日 

 1059回 1058回 1057回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 20 24 21 

欠 席 数 12 7 11 

例会出席率 62.50% 75.0% 65.6% 

Ｍ Ｕ 数 3 1 4 

合計出席数 25 25 25 

出 席 率 71.87% 78.1% 78.1% 
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スマイル報告       長谷川信子 会員 

  

 

前回までの合計 768,633 円

本 日 の 合 計 24,000 円

次回繰越金合計 792,633 円  

 

 

ふるさとの杜 

エゴノキ               翔裕園 

 

 エゴノキとはエゴノキ科の落葉小高木である。

和名は、果実を口に入れると喉や舌を刺激し

てえぐい（えごい）ことに由来する。チシャノキ、

チサノキなどとも呼ばれ歌舞伎の演題「伽羅

先代萩」に登場するちさの木（萵苣の木）はこ

れである。高さは 10ｍほど。 

樹皮は赤褐色できめが細かい。葉は両端のと

がった楕円形で互生。花期は 5 月ごろ。果実

は長さ 2ｃｍほどの楕円形で、大きい種子を 1

個含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

次回の例会 6月 25日は最終例会です。 

親睦ゴルフ、ボウリング大会、そして最終例会

楽しみましょう。               （R.K） 

 

お客様スマイル 

森田智博様…初めて参加させていただきました。宜しくお

願いします。 

根岸 遼様…これから鴻巣市の市民と企業の為一生懸命

仕事して行きたいと思っています。今後とも宜しくお

願いします。 

個人スマイル 

加藤 勉会員…早退します。 

間室照雄会員…本日ボランティア活動の為欠席です。 

スマイル１  森田様、根岸様鴻巣水曜ロータリークラブへよ

うこそ 

津田健三会員・井田喜代志会員・石井英男会員・山川泰

利会員・仁見惠美子会員・柿沼洋一会員・寺西修身会

員・細野潤一会員・石川和枝会員 

スマイル 2  山川会員本日卓話宜しくお願いします。 

津田健三会員・宮城 仁会員・小畑正勝会員・寺澤銀三

会員・松本安永会員・石井英男会員・小林玲子会員・宮

坂良介会員・松村豪一会員・成田志津子会員・伊丹昌幸

会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

  

 

6月 25日 

（水） 

第 1060回移動例会 

最終例会 

親睦ゴルフ・ボーリング大会  

次年度 

7月 2日 

（水） 

第 1061回通常例会 

新年度指針発表 

会員誕生月祝い 

令夫人誕生月祝い 

結婚月祝い 

7月 9日 

（水） 

第 1062回通常例会 

クラブフォーラム 

7月 16日 

（水） 

第 1063回通常例会 

クラブフォーラム 

7月 23日 

（水） 
休会 

7月 30日 

（水） 

第 1064回移動例会 

バーベキュー 井上会員宅 

8月 6日 

（水） 

第 1065回通常例会 

会員誕生月祝い 

令夫人誕生月祝い 

結婚月祝い 

会員卓話 

8月 13日 

（水） 
法定休会 

8月 20日 

（水） 
外来卓話 

8月 27日 

（水） 
ガバナー公式訪問 

クラブ会報委員会 

委員長  田邊 聖     

委 員  長谷川信子 柿沼洋一 小林玲子  

寺西修身 伊丹昌幸 


