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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 我等が生業 

鴻巣水曜ロータリークラブ賛歌 われらが誇り 

 

ロータリーの目的及び四つのテスト唱和  

田邊 聖 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 

ロータリーソング 我等の生業 

鴻巣水曜ロータリークラブ賛歌 われらが誇り 

四つのテスト唱和  田邊 聖 会員 

会長挨拶 寺西修身 会長 

幹事報告 成田志津子 幹事 

ライラ研修報告 坂田有萌
あ み

 様 

米山功労者感謝状  

委員会報告 

PETS・規定審議会報告会報告 

 田邊 聖 会長エレクト 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 
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会長挨拶 寺西修身 会長 

皆様こんにちは、5 月も中

旬頃となり、初夏の日差しが

眩しいです。 

さて、国内経済状況に関し

ては 6年 2ケ月続いた景気拡

大から低迷、縮小の場面にな

りつつあります。この間に貧富の格差が広がり、

人手不足で人件費はアルバイト中心に上がっ

ています。設備投資や人員計画の見直し、資

金確保を多めにする場面になりつつあります。 

問題は ①国内景気は決して強くない（個人

消費が低迷している）  ②米国と中国の貿易

戦争、関税強化 25%に UP 

トランプ大統領の中国に対する姿勢は厳しく、

貿易是正と知的財産、特許確保の点で中国が

米国の貿易を妨げている、不公正な補助金で

米国の商品を妨げているとの主張です。中国か

ら米国の輸出は 5000 億ドルに対し米国から中

国への輸出が 1300 億ドルですので差額の

3700 億ドルが貿易赤字となり、その額は米国全

体の貿易赤字の半分を占めます。関税が強化

されたことで、間接的に日本から中国への貿易

も縮小され影響が出ています。 

トランプ政権が強硬な姿勢を改めないと益々

中国経済は減速し、日本も同様になります。そ

の状況で本年 10 月から消費税を 10%に上げる

公約が有ります。本来なら 2020 年の東京オリン

ピックに向けて景気拡大、設備投資とインフラ投

資の相乗効果で景気が良いはずですが、日本

の経済規模では影響が小さいようです。寧ろオ

リンピック後の設備やインフラの維持、整備に膨

大な費用が嵩み、不景気になる公算が大きい。 

5月 15日は何の日？ 

① 国際家族デー 1993年に国連総会で制定さ

れた。家族に対する理解を深めていく取り組

みをしよう 

② 沖縄本土返還記念日 1971年に締結された

（沖縄返還協定）が 1972年に発効された。実

に 27 年ぶりに日本領土となり（沖縄県）が誕

生した記念日です。しかし問題山積、米軍基

地、弾薬庫、演習場等で実に沖縄県の面積

の 12%を占め、平地では 40％にも達していま

す。早期の返還が必要です。それ以外にも

問題山積。 

③ ヨーグルトの日 ヨーグルトを研究したロシア

のメチニコフ博士の誕生日(1845 年) ブルガ

リア産ヨーグルトの研究で長寿と乳酸菌の関

係を見つけ後にノーベル生理学賞医学賞を

受賞した。 

④ ストッキングの日 1940 年の米国のデﾕポン

社がナイロン製のストッキングを全米で発売

した。それまで日本製の絹のストッキング独

占状態から切り替わった。 

⑤ 五・一五事件発生 1932 年（昭和 7 年）武装

した海軍将校達が総理大臣官邸に乱入し当

時の犬養首相を暗殺した日。1929 年に世界

恐慌で日本も大不況、企業倒産、失業者が

溢れ、1931 年（昭和 6 年）陸軍関東軍による

満州事変が勃発し、以降中国と長い戦争状

態に入っていった。その流れが第二次世界

大戦に繋がっている。 

⑥ セブン・イレブン第一号店誕生 197 年の 5

月 15日に 現在でも豊洲店として存続。 

⑦ Ｊリーグの発足 1993 年に日本初のプロサッ

カーリーグが 10チームで発足。 

⑧ （笑点）放送開始 1966 年から現在も続く落

語のお笑い番組が放送開始。 

⑨ 5月 15日生まれの有名人 

ピエール・キュリー 1859 年（物理学者）Ｘ線

の発見と医学への利用 

瀬戸内寂聴 1922年～現在 小説家 僧侶 

伊丹十三 193年 映画監督 俳優 

美川健一 1946年 歌手 タレント 

江夏 豊 1948年 プロ野球選手 

辰吉丈一郎 1970年 プロボクサー 

井上康生 1978年 柔道家 

南 明奈 1989年 タレント 
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幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) ライラ研修生坂田様体

験報告 

(2) 5／22原口鴻巣市長外

来卓話 

(3) 5／22本年度最終会長

幹事会 主幹鴻巣水曜

ＲＣ 

(4) 5／29休会  ふれあい鴻巣ウォーキングの

振替 

(5) 6／6   パスト会長会 

以上 

 

ライラ研修報告 

旭科学株式会社 坂田 有萌
あ み

 ライラ研修生 

屋久島研修を通して感じた事 

2 泊３日の屋久島研修を通

して普段感じることのできない

自然の偉大さ、何千年と成長

を続ける生命の力強さ、そし

て人との繋がりを大きく感じる

事ができました。 

まず自然について、世界自然遺産に登録さ

れている屋久島は高温多雨という良い自然環

境が整っていました。雨が多いことで樹齢が大

きく生育し、屋久島の地質の特徴である花崗岩

は栄養分が少なく杉の育成が遅くなるこの２つ

の好条件で何千年と成長し続けているのでし

た。 

白谷雲水峡では、もののけ姫の舞台となりた

くさんの苔が生い茂っていました。触れてみると

とてもふわふわした触り心地で埼玉の苔とは全

くの別物でした。さらに、江戸時代に伐採し倒

れた杉に苔が生え、そこからまた新しい杉が生

えている光景は生命力の力強さを感じ感銘を受

けました。 

普段の生活で自然に触れることがないので

今回自然を見て、私たちはゴミ拾いや小さなこ

とからでも地元の自然環境をより良くしていくべ

きだと考えました。 

そして、知名度が上がり観光客が増えたこと

で環境問題も増えたと地元の方より聞きました。

それにより公害、過度な開発、野生動物の減少

が起こり、自然を見に来た観光客が自然を破壊

している現状を知りハッとしました。実際に、白

谷雲水峡やヤクスギランドに足を運ぶと、人間

慣れをした動物や、トイレが足りずゴミが投棄さ

れている光景を目にしました。そこで、現状を知

ってもらうためにＳＮＳを利用し興味を持ってもら

い、私たちが屋久島観光の主体となり自然の維

持を受け継ぐことができるのではないかと考えま

した。 

次に人との繋がりについてです。様々な職種、

世代の方が集まり不安でいっぱいでしたが、班

の中でリーダーシップを一人一人が発揮し、積

極的にコミュニケーションを取る事で少しずつ打

ち解けました。屋久島本研修の 3日間では 1日

があっという間でとても良い時間を過ごすことが

出来ました。余談ですが、特に大きく人との繋が

りを感じたことは、最終日に鹿児島空港に携帯

電話を忘れてしまつた際、ＲＹＬＡ研修の皆さん

が私よりも一生懸命に携帯電話を探してくれ、3

日間過ごしただけなのに人の為にここまでしてく

れるものかと大変感動し人の温かさを知り、誰か

が自分の為に動いてくれることがこんなにも嬉し

いのかと改めて感じました。 

私はこの研修を通して、自然環境に対してよ

り大きく興味を持つことが出来、普段の生活の

中で小さなことからでも自然を大切に過ごして

いくべきだと学ばせていただきました。さらに、

誰かの笑顔の源が私であるよう人の為に積極的

に行動をしていきたいと考えました。 

このような素晴らしい研修に参加でき非常に

感謝でいっぱいです。もしまたこのような機会が

あれば、積極的に参加していきたいです。 
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米山功労者表彰 

 

 

 

委員会報告 

PETS・規定審議会報告会報告 

田邊 聖 会長エレクト 

皆さまこんにちは。3月14日

と 15日の二日間ラフレ埼玉で

会長エレクト研修セミナーが

開催されましたので、そのご

報告をいたします。初日には

中川高志ガバナーのご挨拶

に続き、渡邊和良パストがバーによる「会長のリ

ーダーシップについて」と題する講演等がありま

した。その後小林操ガバナーエレクトより「次年

度 RI テーマ及び地区活動方針」についての基

調講演がありました。小林操ガバナーエレクトの

ポリオ撲滅に対しての強い思いを直接伺うこと

ができ、改めてその重要性を認識することがで

きました。会長就任にむけて決意新たにするこ

とができました。午後からは翌日と合わせて 6セ

ッションを受講いたしました。初めて学ぶことも

多くあり、大変に勉強になったと思います。懇親

会では多くの会長エレクトと酒を酌み交わすこと

ができ、おおいに懇親を深められたと思います。

非常に有意義な二日間でした。次に 5月 9日に

開催された規定審議会報告会のご報告をいた

します。この規定審議会は 3年ごとに RIが開催

するもので、前回は 2016 年に開催されました。

全世界 538 地区の代議員が参加して開催され、

今年は 4月 14日から 18日アメリカ・シカゴで開

催されました。当地区からは岩淵均地区代議員

が参加されました。「職業分類による会員数の

制限を RI 定款及びクラブ定款から削除する」こ

となど多くの変更事項が可決されたと報告を受

けました。詳細をこの時間で説明することできま

せんので割愛いたします。変更事項は次年度

から適用されるとのことですが、小林操ガバナ

ーエレクトよりこの時点での変更は現実的では

ないので柔軟に対応してくださいとの言葉があ

りました。最後に 12日行われました米山記念奨

学生の入学式に出席した感想を申し上げます。

ご存じの通り現在、ダン・ヒョンジュン君を奨学生

として迎えております。奨学生の最大の責務は

母国と日本の架け橋になってもらうことです。彼

が卒業後その責務を果たしてくれるかどうかは、

彼自身によるところもあると思いますが、それ以

上に私たちの責任も非常に大きいと思いました。

奨学生はお客さまではありません。ダン君に鴻

巣水曜ロータリークラブの一員として、私たちと

ともに一年間活動していただき、そのことを誇り

に思ってもらうようにしなければならないと強く感

じました。私たち世話クラブの責任も非常に大き

いと思います。間室会員にカウンセラーをお願

いしていますが、すべての会員の皆さまのご協

力をお願いたします。 
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国際大会参加 

 山口光男 会員（第 5Gガバナー補佐） 

 
 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

 

 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 

 

前回までの合計 590,392 円
本 日 の 合 計 19,000 円
次回繰越金合計 609,392 円  

 

 

 
本日 修正 

 5月 15日 5月 8日 4月 27日 

 1289回 1288回 1287回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 34 34 34 

出 席 数 20 25  

欠 席 数 14 9  

例会出席率 58.82％ 73.53％ 100.00％ 

Ｍ Ｕ 数 2   

合計出席数 36 25 34 

出 席 率 64.71％ 73.53％ 100.00％ 

赤文字は修正 

個人スマイル 

        ライラ報告で本日坂田アミがまいりました。よろし

くお願いいたします。 

会員スマイル 

   坂田アミ様ライラ体験報告よろしくお願い致しまし。 

津田健三会員・宮城仁会員小畑正勝会員・馬場知行会

員・山口光男会員・間室照雄会員・松本安永会員・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・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・星野光

生会員・大石正幸会員 



6 / 6 

 
 

今後の活動予定 

 

5月 15日

（水） 

第 1289回通常例会 

2018～2019年度 統括 

規定審議会報告会の報告 

5月 22日

（水） 

第 1290回通常例会 

外来卓話：原口和久鴻巣市長 

5月 29日

（水） 

振替休会 

(ふれあい鴻巣ウォーキング) 

6月 5日

（水） 

第 1291回通常例会 

結婚誕生祝い 

クラブフォーラム：2019～2020

年度に向けて 田邊聖会長エ

レクト 

6月 12日

（水） 

第 1292回通常例会 

クラブフォーラム 

2019～2020 年度 委員会活動

方針・活動計画 

6月 19日

（水） 

第 1293回移動例会 

炉辺会議  入会 3年以下の会

員による企画例会 

6月 26日

（水） 

第 1294回移動例会 

最終例会 会場：和風レストラン

とき  18：00受付 18：30点鐘 

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 


