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例会開始前の握手会 

司会 馬場知行 SAA 

 

ロータリーソング斉唱 

ロータリーソング 奉仕の理想 

 

 

四つのテスト唱和 宮内たけし 会員 

 

例 会 次 第 

司会 馬場知行 SAA  

点鐘 

ロータリーソング斉唱 

ロータリーソング 奉仕の理想 

四つのテスト唱和 

 宮内たけし会員 

お客様紹介 坂口正城会長 

会長挨拶 坂口正城会長 

幹事報告 田邊 聖幹事 

お客様挨拶  鴻巣・北本青年会議所 

委員会報告 

R財団・米山記念奨学部門 寺西修身部門長 

広報雑誌 柿沼洋一委員長 

会員増強 宮城 仁委員長 

会員卓話 間室照雄会員 

出席報告 成田志津子委員長 

スマイル報告 井上脩士副 SAA 

点鐘 
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お客様紹介 坂口正城 会長 

 

お客様挨拶 

一般社団法人鴻巣北本青年会議所 

理事長  山口 剛 様 

 

皆様こんにちは、私は一般社団法人鴻巣北

本青年会議所第 42代理事長を務めさせていた

だいております山口剛と申します。宜しくお願い

致します。 

まずは坂口会長をはじめとする鴻巣水曜ロー

タリークラブ会員の皆様にはいつも大変お世話

になっております。そして本日例会のお時間を

頂きまして、先日執り行いました第 47 回埼玉ブ

ロック鴻巣北本大会の報告とお礼にまいりまし

た。 

7月 2日日曜日に陸上競技場、クレアこうのす、

総合体育館を使いまして埼玉ブロック鴻巣北本

大会ということで「さいたまつり」を開催させてい

ただきました。おかげさまで、二万人規模の大

会となりまして、鴻巣水曜ロータリークラブの皆

様に御協賛からご指導、ご協力をいただき大成

功を収める事が出来ました。本当にありがとうご

ざいました。 

このブロック大会の中でいろいろな事業をや

ってきましたが、その中でメインとして行った事

業に、ブーケを同時に渡す最多人数のギネス

記録を更新する事に挑戦いたしました。鴻巣は

花卉栽培が盛んであるということで、鴻巣の花を

使いましてブーケをみんなで創ってそれを陸上

競技場で参加者が 2人 1組になり、一方から相

手に、花のブーケを贈るというものです。結果

539 組の既存の記録に対し、794 組の記録を達

成できました。みんなで力を合わせて達成でき

た記録と思っています。 

今回いろんな方にかかわって頂き、鴻巣の花

を誇りに思っていただき、鴻巣市を大好きにな

ってもらい、鴻巣の花を世界中に発信する事が

出来たかと思っています。本当にありがとうござ

いました。また 12月 31日まで理事長任期があり

ますので、一生懸命努めてまいります。また、今

後もお世話になることと思いますので、よろしく

お願い致します。 

会長挨拶 坂口正城 会長 

皆さまこんにちは。皆さま既

にご承知の通り今般の九州北

部豪雨災害において甚大な被

害が発生いたしました。被災さ

れた皆様にお見舞い申し上げ

たいと思います。また、被災さ

れた2700地区（九州北部）から国内の各地区に

対して義援金の要請があり、当クラブにも地区

から協力の要請がありましたので要請に応える

べく、義援金を送りたいと思います。 

さて、本日はロータリーの友 7 月号にガバナ

ーの横顔が掲載されていました。その記事の中

で「ガバナーに尋ねました」という項目がござい

ましたので、内容を紹介しながらお話をさせてい

ただきます。現在日本には 34の地区があります。

ガバナーの平均年齢は 67.91 歳です。当地区

の大貫ガバナーにおかれましては 60 歳というこ

とで、ニ番目に若いガバナーです。一番若いガ

バナーはと言いますとお隣千葉県の柏 RC所属

の寺嶋哲生ガバナーで 58 歳でございます。若

いガバナーが関東に集中しておりまして群馬県
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の高崎 RC所属の田中久夫ガバナーも 60歳で

ございます。我がクラブにおきましても 2001-02

年度、小畑正勝第 10 代会長の時に津田パスト

ガバナーが67歳でガバナーに就任されました。

ガバナーの横顔紹介の中で「ホッとする時は？」

という質問がありましたが、津田パストガバナー

は、16 年前のことになりますが、憶えていらっし

ゃいますでしょうか？ちなみに一番の大先輩は、

神奈川県の横浜 RC 所属の湯川孝則ガバナー

78 歳で、苦手はことはフィットネスクラブでのトレ

ーニングとのことです。親睦旅行で石川、富山

方面に行きますが、石川富山地区は「ミスターロ

ータリー」こと下口幸雄ガバナーが 74 歳でござ

います。お隣埼玉西北地区は行田さくら RC 所

属の細井保雄ガバナー67 歳でございます。細

井ガバナーは皆さまおなじみのファイブイズホ

ームの代表取締役です。ガバナー公式訪問の

ためにロールスロイスを購入したという噂がござ

います。今年度 34 地区の中で唯一女性のガバ

ナーがおられます。その方は青森地区十和田

RC 所属でございます。職業分類は石油ガス販

売を生業にしており、ササキ石油販売（株）の代

表取締役でございました。レベルは大分違いま

すが石油販売をしていましたので調べてみまし

たら元売りは JX グループのエネオスで地域密

着型で手広く石油販売をしている会社でござい

ました。ホッとする時はという質問には、「家に帰

り犬、猫、馬と対話している時」と答えておりまし

た。私も犬が好きでよく犬とは話しますし、JRA

の馬には興味がありますが、多分ガバナーは本

当に馬が好きで飼って育てているのかと思い、

一度お目にかかりたいなと思いました。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 7 月 5 日の理事会で入

会が承認されました久保学

さんについて皆さまに異議

申し立てを伺ったところ、12

日までに何ら異議がありま

せんでしたので 8月 1日の

入会に向けて手続きを進めてまいります。 

2. 池田ガバナー補佐から日韓親善会議の再

募集がありました。第 5グループから 10名の参

加要請に対して 5名にとどまっています。 

3. 7 月 15 日（土）ロータリー財団部門のセミナ

ーが大宮清水園で開催されました。加藤部門

長、山口会員が出席されました。 

4. 7 月 16 日（日）米山記念奨学部門セミナー

がラフレ埼玉で開催されました。坂口会長、寺

西副会長が出席されました。 

5. 本日、坂口会長、柿沼直前会長、田邊で原

口市長を表敬訪問してまいります。 

6. 7 月 23 日（日）奉仕プロジェクト部門合同セ

ミナーが開催されます。細野委員長が出席予

定です。 

委員会報告 

R財団・米山記念奨学部門 寺西修身部門長 

1．ロータリー財団セミナー報告 

日時：7月 15日（土）13時

～17時 

場所：清水園 

講演趣旨：寄付金年次目

標 200 ドル+ポ

リオプラス 50 ド

ル/人 

ベネファクター：1000 ドル 新規 

11月～財団月間～卓話希望 

ダイナーズカードの普及、使用推進～使用

金額の 0.3％が財団寄付に 

ポリオワクチン～60 セントで一人のワクチン

寄付可能～各クラブ協力 

2．米山記念奨学部門セミナー報告 

日時：7月 16日（日）13時～17時 

場所：ラフレさいたま 

講演趣旨：6 つの重点分野でグローバル補

助金利用推進依頼 

3 万ドル以上で補助金利用可（フ

ィリピン、インド、etc） 

本年度特別枠 2万ドルあり 

地域奉仕活動報告（大宮、杉戸、

埼玉欅、幸手、浦和中） 
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クラブ研修情報・広報雑誌 

柿沼洋一 委員長 

ロータリーの友 7 月号の

記事の紹介です。「ロータリ

ーの友」の購読は会員の義

務となっていますので記事

の内容ではなく、特に読ん

で頂きたい項目のご紹介を

致します。 

まず横組みから、3ページ今年度の編集目標

が 1～6 まで掲げられています。7 ページ IR 会

長のメッセージ、43ページ上尾 RC大塚信郎パ

ストガバナーが委員長を務めていらっしゃるロー

タリー文庫のご紹介、縦組みから 4ページ「減塩

と健康長寿」のコラム記事、9ページ熊本地震の

震源地にある『熊本りんどう RC』の記事、30 ペ

ージ西川口 RC の活動記事、『ロータリーの友』

から多くの情報を得てロータリーライフをより実り

豊かなものとして頂きたいと思います。そして会

員の拡大に役立てて下さい。 

 

会員増強委員会 

宮城 仁 委員長 

増強は大変な努力と協力

がなければ達成不可能です。

今年は強力な企画と実行を持

って、各グループ 1 名の達成

をお願いします。 

本日はリストアップ表を皆様

から提案して頂き年末には各グループより報告

を願うものです。 

会員卓話 

ハイビスカスの仲間たち 

間室照雄 会員 

本日の花チャリティ

はハイビスカスです。

ハイビスカスの特徴と

して、とても花が落ち

やすいことが挙げられ

ます。植物はストレスを

受けると自らエチレンを出します。そして、自分

の命を守るために、重荷となっている花を落とす

のです。なぜかというと、生産者の温室から箱詰

めされて、暗いトラックの中で。しかも振動がある、

暑い車の中で花市場に来るからです。 

ハイビスカスと同じ仲間で槿（むくげ)または

ハチスという、ハイビスカスに比べて冬の寒さに

強い花木があります。この花は暑さにも強く。ハ

イビスカスと同じようにその年に伸びた枝に花が

付きます。むくげは韓国の国花だそうですが、

漢方としても白のむく 

げが利用されています。このように有用な植物と

して、食用のオクラや和紙を作るときに使うトロロ

アオイは綿の花とそっくりです。もっと身近なも

のは食用のオクラです。この花も綿の花とよく似

ています。 

また、朝白く咲いて、夕方にはピンク色にな

ってしぼむ、酔芙蓉（スイフヨウ）や花びらが細く、

葉が紅葉の葉のように切れ込みが深いもので、

紅葉葉芙蓉（もみじばふよう）など、夏の暑いとき

に元気に育ちます。 

戦時中、コーヒーが不足したとき。オクラの種

を炒って、代用品としたそうです。 

五角オクラが一般的ですが、収穫が一日遅

れると固くなってしまいますが、沖縄出身の丸い

オクラは 15 センチぐらいに伸びても柔らかい品

種です。 

↑ハイビスカスタンゼリン   ↑むくげ日の丸 

↑トロロアオイの花    樹皮が薬用の白むくげ↑ 
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ハイビスカスは夏の暑さに強く、次々と花を

咲かせてくれますが仮につぼみが落ちても 1 か

月後ぐらいにはまた咲き出します。冬は切り詰

めて、鉢も少し小さいものに植え替えてやること

で、冬も室内で花が咲きます。品種によっては

一日花ですが、このタンゼリンという品種は数日

咲いたり開いたりします。アブラムシが付きます

ので、発見したら、ティッシュペーパーで取れば

簡単に防ぐことができます。 

下の写真は上から綿・芙蓉・紅葉葉芙蓉 

 

 

 

出席報告       成田志津子 委員長 

 

 

 

 

 本日 修正 

 7月 19日 7月 12日 7月 5日 

 1203回 1202回 1201回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 22 19 23 

欠 席 数 10 13 9 

例会出席率 68.75% 59.38% 71.88% 

Ｍ Ｕ 数  2  

合計出席数 22 21 23 

出 席 率 68.75% 65.63% 71.88% 
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スマイル報告  井上脩士 副 SAA 

 

前回までの合計 51,000 円

本 日 の 合 計 22,000 円

次回繰越金合計 73,000 円  

 

 

 

 

 

 

個人スマイル  加藤 勉会員…早退します。 

スマイル 1  九州北部豪雨災害義援金 

ご協力のお願いをします。 

津田健三会員・小林忠司会員・宮城 仁会員・小畑正勝

会員・寺澤銀三会員・馬場知行会員・山口光男会員・間

室照雄会員・松本安永会員・加藤文男会員・井上脩士

会員・大澤二三夫会員・石井英男会員・柿沼洋一会員・

坂口正城会員・田邊 聖会員・寺西修身会員・成田志津

子会員・細野潤一会員・木下純一会員・宮内たけし会員 

第 1204回 移動例会 

納涼バーベキュー大会 
平成 29年 7月 26日（水） 

会場：サニベル教室 
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今後の予定 

 

 

 

 

 

8月 2日

（水） 

第 1205回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

ガバナー公式訪問準備 

8月 9日

（水） 

第 1206回通常例会 

ガバナー公式訪問 

花チャリティ 

8月 16日

（水） 
休会 

8月 23日

（水） 

第 1207回夜間移動例会 

鴻巣 RC との合同例会 

卓話：池田遥愰ガバナー補佐 

会場：和風レストランとき 

8月 30日

（水） 

第 1208回通常例会 

外来卓話：地区会員増強維持

委員会 

9月 2日

（土）～4

日（月） 

第 1209回移動例会 

会員親睦旅行 日本の祭り 

 おわら風の盆（富山・石川） 

9月 6日

（水） 

振替休会 

（第 1209回例会の振替） 

9月 13日

（水） 

第 1210回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

地区出向者報告 

花チャリティ 

クラブ会報委員会 

委員長 松本安永    副委員長 朝見卓也 

委 員 木下純一  青木日出光 


