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例会開始前の握手会 

司会進行 石井英男 SAA 

 

ロータリーソング斉唱  

ロータリーソング 我らが生業 

 

四つのテスト唱和  

宮城 仁 会員 

 

例会プログラム 

司会 石井英男 SAA 

点鐘 

ロータリーソング斉唱 

四つのテスト 宮城 仁 会員 

会長挨拶 寺西修身 会長 

幹事報告 成田志津子 幹事 

委員会報告 

地区委員会報告 ブライダル委員会 大澤二三夫 委員 

 〃 米山記念奨学選考委員会 

    井上脩士 委員 

ＩＭ実行委員会 井上脩士 委員長 

増強及び異業種交流 宮城 仁 委員長 

その他 馬場知行 会員 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

点鐘 
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会長挨拶 寺西修身 会長 

１． 豪雨災害について 

早くも梅雨明け、2週間が過

ぎ、関東は毎日蒸し暑い日で

す。西日本豪雨で 12府県 200

名余の死者、行方不明の方々

に対し、ご冥福をお祈りします。

ロータリークラブとして支援・義援金の募集をし

たいと思っています。是非皆様のご協力をお願

いします。 

わずか 3 日で 1000 ミリ以上の集中豪雨と西

日本特有の花崗岩の風化した地形的な特徴が

被害の拡大へとなりました。自治体の対応も、

排水の基準として 50 ミリ／時間以上は想定して

ないので一気に水没、崖崩れ、堤防の決壊に

つながったのではないかと思います。 

本日の 7月 11日の主な日としては 

①世 界人口デー   ② 真珠記念日 

③ＹＳ－11記念日    ④７・11の日 

① は、国連人口基金が制定したもので、世界

の人口と成長、資源の配分を考え直す日と

して制定。世界の人口は隣の中国で 13．９

億人、第２位はインドで 13.1 億人、ＵＳＡが

第 3 位で 3.3 億人、日本は第 10 位で 1.2

億人。豊かな国の居住者 20％が、世界の食

料の 7 割を食べ、残りの 3 割の食料を 80％

の人々が取り合っているのが現実。日本の

食卓に出る食料の 20％を残飯として捨てて

いる現実。世界に目を向け、支援、協力を始

めましょう。 

② は、1893 年に三重県の鳥羽の御木本幸翁

夫妻が真珠の養殖に成功した日。 

大玉（9 ミリ）以上は全体の 5％程度。貴重な

宝石です。 

③ は、戦後 1962 年に国産旅客機のＹＳ－１１

が完成。 

④ は、（株）セブン－イレブン・ジャパンが制定

しました。コンビニの代名詞。国内に６万店 

⑤ 以上あり、皆様の生活を支えています。 

幹事報告        成田志津子 幹事 

(1) 7月 7日クラブ研修リー

ダー、管理運営部門のセ

ミナーがさいたま市文化セ

ンターで開催 

(2) ７月 9日 第 1回ＩＭ実行

委員会井上実行委員長の

もと開催 

(3) ７月 10日 事務局研修会パレスホテルにて

開催：事務局津田さんと幹事が出席 

(4) 18日 例会は休会 

(5) 18日 18時 30分〜 ダンディライオンにて

前会長幹事慰労会及び新入会員歓迎会 

地区委員会報告 

地区ブライダル委員会 大澤二三夫 委員 

私が地区出向している委

員会は、社会奉仕部門、ブラ

イダル委員会です。社会奉

仕部門には、もう一つ、地域

社会奉仕委員会があります。

当クラブ出向者は、諮問委員

会の津田パストガバナー、第 5 グループガバナ

ー補佐の山口光男パスト会長、同ガバナー補

佐幹事の柿沼洋一パスト会長、米山記念奨学

学友選考委員会の井上脩士パスト会長以上 5

名です。 

今年度、ブライダル委員会は、別紙資料の日

程で、個別相談会・新規登録受付を 4 回、そし

て、友愛の広場（お見合いパーティー）4回開催

します。現在の登録者は男性 67 名（平均年齢

43.26歳）女性 79名（平均年齢 38.56歳）です。

個別相談会・新規登録受付時に来て頂ければ、

津田婦人他 4名のコーディネーターが対応して

くださり、その人に合った資料を閲覧紹介して

頂けます。気に入った人がいれば、コーディネ

ーターが相手の人に連絡をし、OK であれば、

コーディネーター立会いの下、お見合いをしま

す。友愛の広場（お見合いパーチー）では、同
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日に相手の人を直接拝見出来ます。ですが、

現実的には、個別相談会に来られた方が、幅

広い資料を拝見出来ます。いずれにしても、ロ

ータリアンの紹介登録が前提です。 

委員会としては、登録者を増やし、出来れば

30 代の男子会員を望んでいます。是非とも、会

員の皆様のお知り合いでいらっしゃれば、紹介

宜しくお願い致します。 

地区米山記念奨学選考委員会 

 井上脩士 委員 

2018年 6月 16日（土）米山

記念奨学部門会議が大宮に

て開催された。議事は、６月

22 日（金）指定校説明会につ

いて、７浮 22 日（日）部門セミ

ナーについてです。 

2770 地区指定校は、7 校。2018 年度学生は、

継続も含め 36 名です。ロータリー米山記念奨

学会は、留学生の優れた学業の達成を支援し、

同時にカウンセラーや世話クラブとの交流を通

じ、ロータリー精神を学び、国際理解を深め日

本と母国との懸け橋となるなど国際親善に尽く

す人材を育てることを目的としている。 

部門セミナーは、22 日（日）ラフレさいたまに

て行われます。中川ガバナー挨拶、米山学友

（徐さん）の基調講演、学友・学生によるパネル

ディスカッションなどが行われます。2018-2019

年度米山記念奨学部門の行事予定。9 月中旬

奨学生合同奉仕活動。12月 23日部門 感謝の

集い。2019 年 1 月に奨学生選考試験・合否判

定会議・世話クラブ選考会議が開催される。3

月修了式。5月奨学生入学式（2019年度）。 

 

委員会報告 

会員増強委員会 宮城 仁 委員長 

すでに決定させて頂き

ましたグループ 5組とグル

ープ長さん規定通り 7 月

末より今の状況を発表願

います。 

7 月は朝見卓也様です、

会員に於いては一年間で一人、クラブ推薦人

を紹介願います。 

異業種交流委員会 宮城 仁 委員長 

① 先に配布の事業紹介リストの提出をお願い

いたします。 

目的は員同士の交流、退会防止。交流はク

ラブへの投資と考え先あるクラブ運営のため

です。リストはファイルして会員に配布します。

皆様お願いします！！ 

② 交流会は第 3木曜日 6時半～8時半の予

定ですが、この度は会長ご苦労様会一日違

いの為今月は中止。 

9月より実行します。場所は大正家 1F   

自由をモットー 

その他 馬場知行 会員 

既に、会員の皆様に、ご案

内しておりますが、宮内たけし

会員の出版記念講演会と祝

賀会が 8月 25日（土）大宮東

天紅にて開催されます。 

馬場が窓口となって、出席者

を集めますのでご協力をお願いします。 
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花チャリティー 朝見卓也 会員 

アンスリウム 花言葉は「情熱」 

寺西年度の初めにあたり、

全員が一丸となって情熱に

燃えて活動できることを記念

して、この花を選びました。 

4 月から 9 月にかけては、

直射日光を避けて室内で育

ててください。生育適温は、20度～25度で室内

がいいでしょう。10月から 3月にかけては、室内

でも光を当ててあげるといいでしょう。 

どうぞ、楽しんでください。 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

 

 

 

 

 
アンスリウム 

 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 

 

 

前回までの合計 28,392 円

本 日 の 合 計 21,000 円

次回繰越金合計 49,392 円  
 

 本日 修正 

 7月 11日 7月 4日  月 日 

 1249回 1248回   回 

 通常例会 通常例会  

会 員 数 36 36  

出 席 数 23 23  

欠 席 数 11 11  

例会出席率 63.89% 63.89%  

Ｍ Ｕ 数 2 2  

合計出席数 25 25  

出 席 率 69.44% 69.44%  

赤文字は修正 

スマイル 1  井上会員、大澤会員 出向報告よろしくお願

い致します。 

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・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・松村豪一会員・朝見卓也会員・石井

洙光会員・星野光生会員 
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編集後記 

                    宮内たけし 

熱中症に気を付けましょう！ 

いつでもどこでもだれでも条件次第で熱中

症にかかる危険性がありますが、熱中症は正

しい予防方法を知り、普段から気をつけるこ

とで防ぐことができます。 

例えば、初夏や梅雨明け・夏休み明けなど、

体が暑さに慣れていないのに気温が急上昇

するときは特に危険です。 

無理せず、徐々に体を慣らすようにしましょ

う。 

熱中症は、高温多湿な環境に、私たちの身体

が適応できないことで生じるさまざまな症

状の総称です。 

 

以下のような症状が出たら、熱中症にかかっ

ている危険性があります。 

 

１．めまいや立ちくらみ、顔がほてるなどの

症状が出たら、熱中症のサインです。 

一時的に意識が遠のいたり、腹痛などの症状

が出る場合もあります。 

 

２．「こむら返り」と呼ばれる、手足の筋肉

がつるなどの症状が出る場合があります。 

筋肉がピクピクとけいれんしたり、硬くなる

こともあります。 

 

３．体がぐったりし、力が入らない。吐き気

やおう吐、頭痛などを伴う場合もあります。 

 

４．ふいてもふいても汗がでる、もしくはま

ったく汗をかいていないなど、汗のかきかた

に異常がある場合には、熱中症にかかってい

る危険性があります。 

 

５．体温が高くて皮ふを触るととても熱い、

皮ふが赤く乾いているなどの症状も熱中症

のサインです。 

このような症状が出ないよう、日頃から 

熱中症の予防・対策をおこないましょう。 

https://www.netsuzero.jp/learning/le02
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今後の活動予定 

 

 

7月 25日

（水） 

第 1250回通常例会 

地区セミナー報告 

7月 28日

（土）～29

日（日） 

第 1251回移動例会 

会員親睦旅行 

宮城県「松島」遊覧と福島「相

馬野馬追祭り」観覧 

8月 1日

（水） 

第 1252回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話：馬場知行会員 

クラブ研修情報・広報雑誌 

花チャリティー 

8月 8日

（水） 

第 1253回通常例会 

外来卓話 

8月 15日

（水） 
法定休会 

8月 22日

（水） 

第 1254回移動例会 

鴻巣 RC合同例会 

場所：和風レストラン とき 

17:30受付 

8月 29日

（水） 

第 1255回通常例会 

ガバナー公式訪問リハーサル 

9月 5日

（水） 

第 1256回通常例会 

結婚誕生祝い 

クラブ研修情報・広報雑誌 

9月 12日

（水） 

第 1257回通常例会 

ガバナー公式訪問 

花チャリティー 

9月 19日

（水） 

第 1258回移動例会 

夜間例会 

炉辺会合 

クラブ会報委員会 

委員長 宮内たけし   副委員長 木下純一 

委 員 石井洙光  中島安啓  星野光生 

松本安永  井上脩士 


