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例会開始前の握手会 

司会進行 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 石井英男 会員 

 

会長挨拶  坂口正城 会長 

皆さまこんにちは。一時の寒

さが嘘のように朝晩の冷え込み

がやわらいできました。今週末

の 3日にはパンジーマラソンで

開催されます。春はもうすぐそ

こまで来ている感じです。私が

春を感じるようになるのは、宮坂会員のクリニッ

クが花粉症の患者で溢れ出すときです。4 年く

らいに前には 1 日の患者数が 800 人を超えた

時もあったそうで、たくさん納税して社会貢献し

ていただければと思っています。さてピョンチャ

ンオリンピックが閉幕いたしました。チームジャ

パンは金メダル 4個、銀メダル 5個、銅メダル 4

個を獲得し過去最高の実績を残しました。先週
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の挨拶のなかで女子のカーリングについて少し

お話しいたしましたが、イギリスを破って見事銅

メダルを獲りました。メダルの色は銅でしたが、

その活躍ぶりは金メダルに値するのではないか

と思います。心から敬意を表したいと思います。

来月 9日から開催されるパラリンピック、2020年

の東京オリンピックでの日本人選手の更なる活

躍を祈念いたしまして今日の会長挨拶といたし

ます。 

幹事報告  田邊 聖 幹事 

1. 3 月 7 日の例会は原口鴻

巣市長による卓話を予定し

ています。 

2. 3 月 12 日(月)ふれあい鴻

巣ウォーキング総務部会開

催いたします。 

3. 3月 14日は振替休会です。 

4. 3 月 15 日（木）ふれあい鴻巣ウォーキング

全体会議開催いたします。 

5. 3月 16日（金）上尾 RCの創立 50周年記

念式典が開催されます。 

6. 3月 23日（金）は鴻巣 RC主管による 4RC

合同例会が開催されます。 

会員卓話 

間室照雄 会員 

「植物を利用した街づくり」 

1. 植物は天然の空気清浄器、酸素発生装置 

＊植物は空気中に含まれる

約 0.2％の二酸化炭素を利

用し、太陽の光を葉の中で

炭酸同化作用を行い、葉で

作られた同化養分は、でん

ぷんなどの形で根や茎、実

などに蓄えられます。その際、葉からは酸素

が放出されます。 

2. 樹木による日陰の効用→街路樹は日陰と

景観を兼ねる。 

＊庭木や街路樹はいろいろな目的をもって植

えられています。特に日本では、庭の中に自

然を再現するような、景観に重きを置いた庭

作りがされてきました。近年は街の中に街路

樹が植栽され、造園業者によって管理が行わ

れています。その主なものは銀杏やアメリカ花

みずきで、おもに花や紅葉を目的としたもの

です。しかし、夏の強い日差しを和らげるため

のものは少なく、また、銀杏などは紅葉する前

に、枝を切ってしまって何のために植えてある

のかわからないような状況です。 

3. 実のなる樹木で小鳥を呼び込もう。 

＊ふるさとの森の中に植えてある樹木の中で

特に椋の木はやがて実がなり、秋には黒い実

が熟します、これを特にムクドリが好んで食べ

に来るようです。この木は 20 メートルぐらいの

高さに成長し、夏の日差しも和らげてくれま

す。 

4. 花の咲く木で養蜂ができる 

＊東京の都心で養蜂が行われています。都

内には皇居や新宿御苑、神宮の森などの自

然が多く、花を咲かせる樹木がたくさんありま

す。ですから、ビルの屋上でも養蜂が可能な

のです。東京農大でも進化生物研究所の屋

上にはミツバチの巣箱が置いてあり、蜂蜜が

採集されています。ですから、季節ごとに花の

咲く樹木を植栽されることによって、ミツバチ

は一年中蜜を集めることができます。春から

夏にかけては多くの花が咲きますが、秋から

春の初めまでは多くはありません。秋はヒイラ

ギや木犀、山茶花など冬はツバキや梅、蝋梅、

マンサクなどがよく知られています。 

真夏には糖ネズミモチが沢山の花を咲か

せます。 

5. 落ち葉は最高の肥料、生命の源 

 庭に積もった落ち葉を掻いてみると、その下

には必ずミミズがいます。ミミズは土ごと食べ

て、その中の栄養分を吸収して生きています。 

 豊かな漁場のためには豊かな山林が必要と

いわれています。山に降り注いだ雨は。落ち

葉や鳥の糞などから微生物が作り出した豊富

なミネラルを含んで海にそそぎ、多くのプラン
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クトンを発生させ、小魚のえさになり、その小

魚を餌にした、大きな魚が集まってきて、豊か

な漁場になっているといわれています。 

 落ち葉をごみのように思う風潮があって、隣

の木の落ち葉が私のうちに飛んできて仕方な

いとか、お宅の庭の木がうちの日陰になって

いるとか、植物を迷惑顔にいう人がいることは

残念なことです。植物こそ生命の源泉なので

す。 

 
「ふるさとの杜事業」しおりの表紙 

鴻巣市役所第二庁舎前のユリの木 樹齢 30年～40年 

委員会報告 

ふれあい鴻巣ウォーキング委員会 

 井上脩士 財務委員長 

先週の例会時にお渡しした

領収書が、参加費の領収書

になっていました。申し訳あり

ませんでした。一部訂正印で

お使いしてもよろしいですが、

例会場に協賛金の領収書を

置いてありますのでお使いください。よろしくお

願いします。 

 

 

 

出席報告 成田志津子 委員長 

 

 

 本日 修正 

 2月 28日 2月 21日 2月 15日 

 1232回 1231回 1230回 

 通常例会 通常例会 IM 

会 員 数 35 35 35 

出 席 数 21 27  

欠 席 数 14 8  

例会出席率 60.00% 77.14%  

Ｍ Ｕ 数 2 2  

合計出席数 23 29  

出 席 率 65.71% 82.86% 100.00% 

赤文字は修正 
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スマイル報告  井上脩士 副 SAA 

 

前回までの合計 562,118 円

本 日 の 合 計 21,000 円

次回繰越金合計 583,118 円  

 

 

 

 

今後の予定 

 

 

 

 

 

 

個人スマイル 

間室照雄 会員・・・4 月 7 日～9 日 ライラ、秩父で行わ

れます。 

スマイル 1  間室会員、卓話よろしくお願いします。 

津田健三会員・宮城仁会員・小畑正勝会員・加藤 

勉会員・寺澤銀三会員・馬場知行会員・山口光男会

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・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・松村豪一会員・川邉城治会員 

3月 7日

（水） 

第 1233回通常例会 

結婚・誕生祝い 

外来卓話： 

鴻巣市長 原口和久様 

広報・雑誌 

花チャリティ 

3月 14日

（水） 

第 1234回移動例会の 

振替休会 

3月 21日

（水） 
法定休会（春分の日） 

3月 23日

（金） 

第 1234回移動例会 

4RC合同例会 

鴻巣 RC主管 

3月 28日

（水） 

第 1235回移動例会 

献血例会 

鴻巣市総合福祉センター 

4月 4日

（水） 

第 1236回通常例会 

結婚・誕生祝い 

外来卓話： 

地区職業奉仕部門  職業奉

仕委員会 委員長 

杉村幹夫様（八潮 RC） 

広報・雑誌 

花チャリティ 

4月 11日

（水） 

第 25 回ふれあい鴻巣ウォーキ

ングの振替休会 

4月 18日

（水） 

第 1237回移動例会 

第 25 回ふれあい鴻巣ウォーキ

ング 決起大会 

鴻巣市総合福祉センター 

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  星野光生 


