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会長挨拶           寺澤銀三 会長 

 先週鴻巣パンジーマラソン

を役目柄見る機会を賜りまし

た。大変な強風のなか大勢の

人が大人から子供まで参加し

ました。その人数は 6000人も

集まったそうです。ふれあい

鴻巣ウォーキングからみると羨ましいかぎりで

す。もっともマラソンと比較しては駄目でしょう

ね。 

私は道路から競技場に入るところを見ていま

した。一年生が誰にも負けないぞという意気込

みで真剣に1㎞を走っていました。子供の成長

ぶりを目を細めてみている親の姿を見ることが

できました。恥ずかしながら涙が自然と出てき

ました。美しく感動的でした。涙もろくなったの

は年のせいでしょうか。 

幹事報告          寺澤銀三 会長 

① 3月 13日（水）第 5グループ会長幹事会開

催。鴻巣水曜ロータリークラブホスト。 

② 3 月 16 日（土）上尾ロータリークラブ 50 周

年記念式典開催。会長幹事が出席いたし

ます。 

③ 3月 17日（日）国際ロータリー第 2770地区

ロータリー財団学友コンサートが浦和コミュ

ニティセンターにて開催。18：15開場。7名

参加 

17：21 鴻巣発 → 17：55 浦和着の電車を

予定しています。 

④ 3月19日（火）次回例会は4RC合同例会、

18：30点鐘、19：40より懇親会。鴻巣フラワ

ーセンターです。お間違いのないようお願

いいたします。 

⑤ 4 月 9 日（火）2012-13 国際奉仕部門セミ

ナー開催。出席対象者：2012-13会長、国

際奉仕委員長、希望者。締め切り 3 月 29

日まで。 

⑥ 4月 14日（日）鴻巣ロータリークラブ主催、

文化講演会開催。13：30 開場、入場無料

（先着順）。12：30～14：00 ホワイエにてバ

ザーもあります。 

⑦ 5 月 25 日（土）ロータリー・リーダーシップ

研究会(RLI)パートⅢの案内が届いていま

す。申し込み締め切りは 5 月 10 日（金）、

参加者は未定です。まだ受講されていな

い方はぜひ参加してみてください。 

次回理事会予定 

2012年 4月 3日（水） 

時間 11 時 00 分より  場所 群馬銀行鴻

巣支店 3F和室 

卓話             間室照雄 会員 

植物と人間のかかわり  「見えない働きもの」 

現代の生活に欠かせない

ものとして、エネルギーの問

題が注目を集めています。

昔は裏山の枯れ枝を集めた

り、田んぼや屋敷の周りの木

を切って、薪を作って燃料

にしておりました。 

しかし今はオール電化の時代です。電気が

無ければどうにもなりませんし、その電気も安く

なければ国際競争力がありません。そこで環境

にやさしい、安全な原子力発電が脚光を浴び

てきたのです。しかし東日本大震災による福島

の原子力発電所の事故は、原子力の安全神

話にどっぷりとつかっている日本人にとって、

寝耳に水の事件でありました。環境にやさしい

エネルギーとしての原子力が一晩のうちに崩

れ去ったともいえます。 

そしてにわかに脚光を浴びてきたのが、再

生可能な自然エネルギーでした。太陽光発電、

地熱発電、風力発電、水力発電などです。水

力発電は、雨の多い日本では洪水調節に有

効な施設であり、工業化によって大量の水が

必要になり、生活の向上によって、生活用水も

大量に必要になったことから、全国に数え切れ

ないほどのダムが造られてきました。 

現在主流のエネルギーは、なんといっても石
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油であると思います。そして、限りあるエネルギ

ーといわれ、産油国はこれを武器として、国際

政治を動かしております。とりわけ、これによっ

てもたらされる、莫大なオイルマネーは世界の

経済を左右する状況であります。 

さて、この原油ですが、CnH2n＋2 の化学式

で表わされる飽和炭化水素です。一般にアル

カンというそうですが、このアルカン、多くの動

植物もこれを脂肪酸（CnHmCOOH）から作りだ

すことができます。例えばリンゴの表面のワック

ス状の物もアルカン、昆虫のフェロモンにも多く

のアルカンが存在します。但し、生物由来のア

ルカンは鎖の長さが長くて、流働性が無いため、

固体になり、燃料には適しません。逆に古細菌

の一種である、メタン菌はメタンを作り出します

が気体なので、輸送や補給に都合のよい液体

にするのにコストがかかります。 

実は藍藻の中に鎖のちょうどよい長さのアル

カンを作り出す藻類が発見されています。藻類

は緑色の部分で葉緑素と太陽の光、炭酸ガス、

水、などによって、エネルギーを作り出すので

すが、実はこれは細胞内に取り込まれたシアノ

バクテリアの働きなのです。このシアノバクテリ

アの中にアルカンを作り出す個体が発見され

ました。米国サンフランシスコのベンチャー企

業「LS 9」が、燃料に適する鎖の長いアルカン

を生成する遺伝子を取り出し、これを大腸菌に

入れて培養をし、ディーゼル燃料を作り出すこ

とに成功したそうです。 

2010年 12月 15日朝日新聞社からの情報で

すが、筑波大の渡邊信教授・彼谷邦光特任教

授らの研究チームが海水や泥の中にすむ「オ

ーラントキトリウム」という単細胞の藻類に注目

し、東京湾やベトナムの海などで合計 150株を

採集した。これらの中で、沖縄の海で取れた株

が極めて高い油の生産能力があることがわか

ったそうです。この藻類は水中の有機物をもと

に、化石燃料の重油に相当する炭化水素を作

り、細胞内にため込む性質があります。同じ温

度条件で培養すると、今まで有望とされていた

藻類の「ボトリオコッカス」に比べて、約 10 倍の

炭化水素を作り出しことがわかったのです。研

究チームの試算では。深さ 1 メートルのプール

で培養すれば、面積 1 ヘクタール当たり年間

約 1 万トン作り出せる。日本の耕作放棄地など

を利用して生産施設を作り、2 万ヘクタールに

すれば、日本の石油輸入量に匹敵する生産量

になるというのです。 

また、この藻類は水中の有機物を吸収して

増殖するため、生活排水などを浄化しながら油

を生産する一石二鳥のプラント構想もあるそう

です。 

さて、エネルギーも大切ですが、人間の食料

はもっと大事であるといえます。TPP の問題で

日本の農業の行く末を案じる意見が飛び交っ

ておりますがこのままでは日本の農業は全滅と

いってもよいでしょう。日本の農業は栽培面積

も狭く、耕地が小さいため、効率的ではありま

せん、また国土の 60％以上が山林で、耕地面

積は多くはありません、儲からなければ農業を

やる人はいなくなるのは当たり前です。後継者

問題も大変重要です。 

しかし、一方で、農業を知らない都会育ちの

人の中に、農業を目指す人もいます。なぜかと

いうと、自然相手の職業だからです。そして、

既存の流通ルートを使わないで、ネットや宅配

など独自のルートで生活に必要な売り上げを

あげている方もおります。規模が小さいために、

企業的にはいきません。 

一方企業が農家と組んで、自社で必要な食

材を得るために、大規模な施設や海外での生

産などで、食材を生産する動きもあります。これ

らはすべて儲からなければ、途中でやめてしま

う産業です。 

一方、脱サラし、起業して農業を始めた人た

ちは、もうけ以外のところに、意味を見出してい

ますし、福祉や介護の分野からの参入は、食

糧生産そのものが目的ではないため、続けるこ

とができます。こういうところには TPP はあまり

関係有りません。 
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経済のことばかりに目が行きがちですが、こ

の食料生産にも、すべては目に見えない生物

が関与しています。畑の植物が育つのは、アン

モニア化成菌や硝酸化成菌によって、窒素成

分が分解され、植物の栄養になるわけですし、

無数の細菌やバクテリアが植物を病気から守

っています。根粒菌はマメ科の根に寄生して、

豆から栄養分をもらい増殖しその代わり空中の

窒素を固定して、豆に供給します。 

にわとりやキジなどは土を食べたり、腐葉土

を食べたりします。これはミネラルを取るためで

す。実はその中にすんでいるバクテリアを食べ

ているのです。腐葉土の中で増殖したバクテリ

アはやがて死にその死骸は栄養豊富なミネラ

ルやたんぱく質だからです。 

牛などの反芻動物は、草しか食べません、

それなのに、大きな骨格と豊富なたんぱく質

（筋肉など）を作り出します。これは胃のなかの

細菌がセルロースを分解し炭水化物を作り出

します。細菌はこれを食べて増殖し、やがて死

に、その死骸は栄養豊かなたんぱく質などの

栄養源なのです。地中深く埋蔵されている石

油もバクテリアが作り出したものという説もあるよ

うです。 

私たちの健康も実は細菌やバクテリアなどの

助けをかりて成り立っています。乳酸飲料を飲

むとおなかい良いといわれております、これは

生きた乳酸が働くためですし、漬物なども、単

にビタミンの補給でなく、発酵菌である乳酸を

食べているのです。それで腸を整え、消化吸

収を助けてもらっているのです。 

私の年度の時に木を植えることを提唱しまし

た。松本年度でそれを取り上げていただき、井

上年度、加藤年度と 3年にわたって植樹をさせ

ていただきました。木を植えることで、CO2の問

題が解決できるわけではありませんが、植えな

いよりはましです。そして木陰や湿度の補給、

防風、など多くの恩恵に浴します。やがて実が

なると小鳥がきてたべ、土の中にミミズが増え

ればモグラがやってきて、土を耕してくれます。

植樹した木には害虫も発生しますがこれは野

鳥のえさでもあるのです。 

実は木を植えることによって、多様な生物相

を作るためです。今植えた樹木は少なくとも

100 年は残りますが小鳥が食べた多くの種が

肥料つきで蒔かれやがて、その種が発芽して、

いろいろな樹木が成長してきます。杜には腐

葉土がたまり、腐葉土の中には小さな自然、食

物連鎖ができてきます。そうです、ふるさとの杜

は小さな自然を作るためであると思います。 

また、この杜によって、人びとに与えるうるお

い、とりわけ自然の恵みは、田んぼや畑以上の

物があります。そして、目に見えない細菌やバ

クテリアと共生することにつながるのです。 

PETS報告     石井英男 会長エレクト 

第 2770 地区 2013～2014

年度会長エレクト研修セミ

ナー（PETS）・ラフレさいた

ま 2013 年 3 月 7 日(木)・8

日(金) の 2日間参加して 

ロータリーの目的 

 ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎と

して奉仕の理念を奨励し、これを育むことにあ

る。具体的には、次の各項を奨励することにあ

る：知り合いを広めることによって奉仕の機会と

すること：職業上の高い倫理基準を保ち、役立

つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に

奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を

高潔なものにすること：ロータリアン一人一人が、

個人として、また事業および社会生活におい

て、日々、奉仕の理念を実践すること：奉仕の

理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワーク

を通じて、国際理解、親善、平和を推進するこ

と。付記「ロータリーの目的」の 4 つの項目は、

等しく重要な意味を持ち、また同時に行動を起

こさなければならないものであるということで、

RI理事会の意見が一致した。 

2013～2014年度 RIテーマ 

ロンD．バートンRI会長が、国際協議会の本
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会議において「ロータリーを実践し、みんなに

豊かな人生を」 を発表しました。 

国際ロータリー第 2770地区 

 渡邊和義ガバナーエレクト 地区活動方針を 

「奉仕の心を行動に移そう」とし特に 

1）RI戦略計画の理解と実施 

2）財団目標のポリオ撲滅への支援 

3）会員増強と維持（特に女性会員、若い世代） 

4）新世代奉仕（ローターアクト・インターアクト・

RYLAプログラムの若い青少年、青少年交換プ

ログラム参加者・財団奨学生・研究グループ交

換学生）4点に力を入れて活動する考えです。 

※各クラブで奉仕プロジェクトを増やし、地域

で良いことをし、ロータリーのブランドイメージを

高めてゆきましょう。 

地区の運営方針 

「基本を大切に」 

ポーリ・ハリスがなぜ、ロータリーを創立したの

か？ロータリーの本質は倫理性を大事にする

団体である。ロータリーは会員間のあたたかい

友情が基本である。寛容の精神を大切にする

団体である。 

※ 増強は 3000名を目指す 

※ 卓話バンクの設立 

  最近 5 年以内の素晴らしかった卓話者を紹

介して頂き、リストを作成。 

※ RLI をもっと多くの会員に参加して頂くよう

方策を検討する。 

※ ロータリーを強力にするため、内部強化が

必要。そのためにクラブリーダーシップ・プラン

に基づくロータリアンを教育する勉強会研修プ

ログラムを充実させたい。 

（ロータリーのブランド） 

地区目標 

RI 戦略計画の理解と実施。 

「クラブのサポートと強化」の目標 

「人道的奉仕の重点化の増加」の目標 

ロータリーの 6 つの重点分野（人道的プロジェ

クト） 

・平和と紛争予防（紛争解決） 

・疾病予防と治療 

・水と衛生設備 

・母子の健康 

・基本的教育と識字率向上 

・経済と地域社会の発展 

〔公共イメージと認知度の向上〕 

数値目標 

会員数 3000名（3年間で） 

出席率 90％以上 

財団寄付額 一人当たり 年次寄付 200 ドル 

ポリオ プラス 50 ドル 

米山寄付額 一人当たり 20,000円 

（普通寄付 5,000 特別寄付 15,000） 

国際協議会の講演集は、ロン D．バートン RI

会長エレクトの 4項目に関するものでした。 

ポリオ撲滅（インドがポリオの撲滅に成功した現

在、ポリオ撲滅のまたとないチャンスです） 

未来の夢計画 

「お願いする」大切さ 

2013-14年度 RIテーマ 

第 1にポリオ撲滅は 26年前にロンD．バート

ン氏がガバナーエレクトとして国際協議会に出

席した際に開始された RI の事業です。ポリオ

撲滅運動を通じて、世界の子供たちの人生を

変えることができました。現在、ポリオ撲滅は最

終章が書かれているところです。インドではここ

1、2 年はゼロになり、ポリオはアフガニスタン、

ナイジェリア、パキスタン、3 ヶ国にしぼられて

来ました。 

第2は次年度より全世界で開始されます、地

域社会のニーズに応える地元プロジェクトでの

柔軟性を高めています。未来の夢計画は、ロ

ータリー財団の新たな時代の幕開けです。 

第 3 に「お願いする」ことの大切さ。ロン D．バ

ートン RI会長エレクトがキワニス・クラブでなく、

ロータリークラブに入会したのは、キワニスの会

員が自分を勧誘しなかったのに対し、ロータリ

ーの会員が熱心に勧誘してくれたからです。

今回ガバナーエレクトに対して、国際協議会前
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に財団寄付するよう、お願いしましたら全ガバ

ナーエレクトが寄付され寄付総額 675,000 ドル

になりました。 

第 4 RI会長テーマです。 

ロータリアンが関われば、ロータリアンがロータ

リーを実践すれば、人々の人生を豊かにするこ

とが出来るのです。そこで次年度のテーマを 

「Engage Rotary, Change Lives 

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」 

2013-14年度会長賞 

会員増強の推進 

必須項目 

入会希望者を増やし、会員を維持することによ

り「1月 1日から 3月 1日までの間、会員を少な

くとも 1名以上純増」ロータリー財団を通じた人

道的奉仕の充実 

必須項目 

少なくとも 1 つのロータリー重点分野に関連す

る奉仕プロジェクトに参加する 

平和と紛争予防／紛争解決から経済と地域社

会の発展。6つの重点分野 

ロータリー・ファミリーを通じたネットワークの強

化 

必須項目 

○ すべてのクラブ会員とその家族が参加する

親睦活動または奉仕活動を 1回以上行う。 

○ 地元地域の奉仕プロジェクトにおいて、ロ

ータリー以外の団体と協力する。 

委員会報告 

特別委員会         井上脩士 委員長 

本日午後6:30、福祉センタ

ーにてウォーキング全体会

議があります。皆さんの参加

をお願いします。 

また、協賛金もよろしくお

願いします。ふれあい鴻巣ウ

ォーキングのキャラバン隊にも参加をおねがい

します。 

出席報告         宮城 仁 委員長 

 

スマイル報告       山口光男 副 SAA 

 

前回までの合計 473,255 円
本 日 の 合 計 16,000 円
次回繰越金合計 489,255 円  

 本日 修正 

 3 月 13 日 3 月 6 日 2 月 27 日 

 998 回 997 回 996 回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 21 25 17 

欠 席 数 10 6 14 

例会出席率 51.61% 80.65% 54.84% 

Ｍ Ｕ 数 4 3 4 

合計出席数 25 28 21 

出 席 率 67.74% 90.32% 67.74% 

個人スマイル 

加藤 勉会員…早退します。 

間室照雄会員…忙しくなってきました。健康に留意して頑張

りましょう。 

スマイル１  間室照雄会員卓話よろしくお願い致します。 

宮城 仁会員・小畑正勝会員・寺澤銀三会員・井田喜代志

会員・山口光男会員・井上脩士会員・大澤二三夫会員・石

井英男会員・仁見惠美子会員・柿沼洋一会員・小林 功会

員・田邊 聖会員・寺西修身会員 

スマイル２ 
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点鐘          神庭 浩 吹上 RC会長 

国歌・ロータリーソング    （奉仕の理想） 

 

 

会長挨拶 

神庭 浩  
吹上 RC会長 

佐藤芳隆 
鴻巣 RC会長 

 

寺澤銀三  
鴻巣水曜 RC会長 

 白石春彦 

北本 RC会長 

 

幹事報告 

鳥羽千太郎 
吹上 RC幹事 

    武渕雅英 
鴻巣 RC幹事 

 

松本安永 
鴻巣水曜 RC幹事 

熊倉陽一 
北本 RC幹事 

 

ガバナー・ガバナー補佐挨拶  

国際ロータリー2570地区ガバナー 

鈴木秀憲（吹上 RC）様 

 

国際ロータリー2７70地区 

 第 5グループガバナー補佐 

福士 満 （鴻巣 RC）様 

 

第 999回 4 クラブ合同例会 

鴻巣フラワーセンターにて 

3月 25日(火) 午後 6時 30分より 
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委員会報告  

各クラブ委員会報告・お知らせ等ございまし

たら宜しくお願いたします。 

 

 

卓話講師ご紹介    吹上 RC 原 功 会員 

 

卓話      柿沼トミ子 埼玉県議会議員 

 

 

 

懇親会 

国際ロータリー2７70地区 

津田健三 パストガバナー 

 

乾杯        白石春彦 北本 RC会長 

 

歓談 
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『手に手つないで』 

 

 

 

締め・閉会          次回ホストクラブ 

鴻巣 RC福島栄司 会長エレクト 

 

 

 

 

 

 

第 1000回 献血例会 
鴻巣市総合福祉センター 

3月 27日(水) 

10時～11時 45分・13時～15時 30分 
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編集後記 

アベノミクスの効果か円安、株高が続いてい

ます。相場には「政策に売りなし」という格言が

あります。いつまで続くか？どこまで上がる

か？わかりませんが、良い方向に向かっている

ことは間違いなさそうです。失われた 20年を一

日にも早く取り戻してほしいものです。（K．T） 

今後の活動予定 

 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士     副委員長 間室照雄 

委  員  山口光男 小林玲子 小林 功 田邊 聖  

4月 3日 

（水） 

第 1001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 

4月 10日 

（水） 

第 5グループゴルフ参加者多数

のため休会 

4月 17日 

（水） 

第 1002回移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 

決起大会 

4月 24日 

（水） 
振替休会 

4月 27日 

（土） 

第 1003回移動例会 

ふれあい鴻巣ウォーキング 


