
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                    

         

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

                            「 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 国際ロータリー第 2770 地区 第 12 グループ 

川口北ロータリークラブ 
         例会場：川口市芝新町 9-10 

            東京信用金庫 蕨支店 

            例会日：毎週水曜日  

                     TEL:048-264-5020 FAX:048-261-9756 

                     E-mail: kawaguchi-nrc@bloom.ocn.ne.jp 

            事務所：〒333-0866 川口市芝 2-4-25 

 

   

           

 

 

 

 

ロータリー活動の根源

でもある「奉仕」を通じ

てロータリーライフを

楽しみましょう！ 

 
 

ロータリー活動の根源でもある「奉仕」を通じてロータリーライフ

を楽しみましょう！ 

 

No. 12 
 

会長      森川  昌紀 

会長エレクト  増田   徹 

副会長     菅   祐伸 

幹事      原   浩明 

クラブ広報   小林   忠 

SAA         山口 久仁幸 

会計      千葉  秀樹 

【本日のプログラム】 

第 1780 回例会 

  10 月 17 日（水） 

    卓話 

♣米山奨学生 周雪佳さん 

 地区米山記念奨学増進 

   駒﨑 繁夫委員長 

 

  

   

 

             

 

【次回のプログラム】 

第 1781 回例会 

  10 月 24 日（水） 

卓話 

♣川口市教育委員会文化

財課 金箱文夫課長  

2 クラブ合同夜間例会  

第 1779 回 例会記録 10 月 10 日（水） 

 

 
ソングリーダー 

磯  利昭会員 

「奉仕の理想」 

「4 つのテスト」「君が代」  

  

    

 

渡邉校長先生卓話ありがとうございました 

 

 

乾杯 菅  祐伸副会長 

TEL:048-264-5020
mailto:kawaguchi-nrc@bloom.ocn.ne.jp


  

 

 

  

  

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森川 昌紀会長挨拶 

 

本日のお客様をご紹介 

致します。第 2770 地区 

12 グループガバナー補佐 

溝上西二様、川口北高等 

学校校長 渡邉秀昭様、 

本日の卓話宜しくお願いします。フィンランドか

ら交換留学生のサラ・スサーナ・ユンニラさん。 

秋の３連休いかがでしたでしょうか？ 

日本人が世界で活躍いたしました。テニスの錦織

圭選手はｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ母国での優勝、Ｆ１では小林

可夢偉選手が日本人３人目となる３位表彰台に立

ち多いに盛り上がりました。 

そして、今年のノーベル医学生理学賞を、京都大

の山中伸弥教授に贈ると発表されました。皮膚な

どの体細胞から、様々な細胞になりうる能力をも

ったｉＰＳ細胞（人工多能性幹細胞）を作り出す

ことに成功し、難病の仕組み解明や新薬開発、再

生医療の実現に向けて新しい道を開いた。日本の

受賞は湯川秀樹さんから１９人目で２０１０年以

来。医学生理学賞は利根川進さんに次ぎ２５年ぶ

り２人目の快挙です。日本人として非常にうれし

い知らせです。 

さて、今月は職業奉仕月間です。私の仕事の中

に病害虫の防除があります。 

先日お話しいたしましたがこの夏が暑すぎたのと

雨が少なかったため蜂が非常に多く発生しており

ます。スズメバチには十分ご注意下さい。 

現場や外出先で丸々太ったオオスズメバチが目の

前を警戒しながら飛ぶ姿には緊張が走ります。 

また、この夏が暑すぎたため夏の害虫の毛虫の被

害は例年ほどではありませんでした。しかし、夏

に少ないと秋に多く発生する傾向があります。こ

の秋に毛虫の大発生のおそれがあります。 

一般的な毛虫は、桜に良く着くアメリカシロヒト

リですが、ここ数年アメリカシロヒトリからモン

クロシャチホコに変わってきています。これも異

常気象の要因でしょうか？この毛虫は特に人に危

害を加えない害虫ですが、ひとたび発生するとあ

っという間に樹木の葉を食べ尽くします。 

 

刺されたときの対処方法は市販の薬ではなかなか

治りません。当クラブの名医の山森先生や専門の

それでは、人に危害を加える毛虫害虫を紹介しま

す。お配りした写真をご覧下さい。 

イラガ＝刺されると激痛がはしる。蜂に刺される痛

み。痛みは２～４時間位で消えます。常緑樹シラカ

シ・落葉樹モミジに良く着きますが最近は雑食性な

ので何でも着きます。市販の虫さされ薬で対応出来

ます。 

マツカレハ＝名前の通り松に発生します。刺される

と激痛がありかゆみが出ます。 

タケノホソクロバ＝竹や笹に発生します。幼虫の毛

にふれるとかぶれます。 

チャドクガ＝お茶の木やツバキ・サザンカに発生し

ます。ひりひりした痛みと強いかゆみが長く続きま

す。幼虫だけではなく抜け殻にも注意が必要です。 

これらの毛虫は、何万本という毒毛を持っていま

す。毛にふれた所を手で触るとその手に毒毛が着き

他の所に転移しますので注意して下さい。 

刺されたときの対処方法は市販の薬ではなかなか

治りません。当クラブの名医の山森先生や専門のお

医者さんに見てもらうことをおすすめします。症状

に見合った薬を処方して頂けます。これからの秋の

行楽シーズン十分にご注意下さい。 

 

危害のある毛虫 

 

 

 

 

 
タケノホソクロバ 

 

チャドクガ 

 

マツカレハ 

お 客 様 紹 介 

 

 

イガラ 

 

 

ガバナー補佐  

溝上 西二様 

 

 

 

留学生 

サラ・ユンニラさん 

 

 

川口北高等学校長 

渡邉 秀昭様 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 客 様 

溝上 西二ガバナー補佐 様 

 川口北さんへ初めて訪問した 

のは、7 月 11 日でした。ガバ 

ナー補佐訪問として訪問させて 

頂きました。そして 7 月 25 日 

はガバナー公式訪問。8 月 22 

日は、次年度ガバナー補佐選出 

のお願いで伺わせて頂きました。本日は 4 回目の

訪問です。再度次年度のガバナー補佐選出につい

てのお願いとして伺いました。たびたび、森川会

長さんよりお電話にて報告は頂いておりました。

ガバナー補佐選出のルール上 9 月末には、選出を

お願いしたいという事ですが、本日は、10 月 10 

日でございます。私の知る所では、11 月まで縺れ

込んだ時もあったそうです。川口北さんの次は、

川口北東さん、その次は川口中央さん、川口むさ

し野さんという事になるのですが・・・ 

私の立場上本日伺った次第です。どうぞご理解頂

きたいと思います。また、10 月は米山月間、11

月は財団月間となっております。この 2 か月は、

ご寄附ご寄附となってしまいますが、どうぞよろ

しくお願いしたいと思います。 

 

出席委員会 

田中 一任委員長 

 

 

会員 出席 計算 MU % 

29 18 23 2 86.96 

 

 

原 浩明幹事報告 

1.当クラブ例会スケジュール 

 

10/10 川口北高校渡邉秀昭校長 

10/17 周雪佳さん（米山奨学生） 

地区米山記念奨学増進委員長 駒﨑繁夫様 

10/24 川口北・川口むさし野 RC2C 合同夜間例会 

    川口市教育委員会文化財課金箱文夫課長 

10/31 川口県税事務所 松島利夫所長  

11/07 休会 

11/11 移動例会「施設見学会」埼玉県荒川左岸

南部流域処理場 

11/14 ロータリー財団資金推進委員会  

森嶋 修委員 

11/17・18(土・日) 「地区大会」リリアにて 

11/21 休会  

11/28 夜間例会 JC 理事長卓話 

       

 

 

2.地区セミナー 

10/12（金）クラブ研修リーダーセミナー 

10/13（土）12 グループＩＭ委員会 

10/17（水）12 グループ会長幹事会 

10/21（日）RLI パートⅡ 

10/26（金）インターアクト委員長会議 

10/28（日）2013-14 青少年派遣候のお知らせ及

び派遣学生スポンサークラブ説明会 

12/01（土）入会 3 年未満、新会員の集い 

3.当クラブ委員会 

10/18（木）親睦委員会炉辺会議 

4.例会変更 

*蕨ＲＣ 10/9（火）⇨10/10（水）に変更 

＊川口西ＲＣ 10/16（火）クラブ協議会 

＊川口ＲＣ 10/11（木）交通安全教室 

      10/24（木）木下大サーカス観覧 

＊川口北東ＲＣ 10/16（火）クラブ協議会 

        10/23（火）夜間例会 

＊戸田西ＲＣ 10/18（木）戸田市文化会館 

5.その他            にて開催 

10/15（月）「地区大会記念ゴルフ大会」 

11/08（木）「クラブ親睦ゴルフ大会・懇親会」 

 

 

委員会報告 

内山 武司職業奉仕委員長 

 

11 月 11 日(日)は職場見学で 

「荒川左岸南部流域処理場」の 

見学することになっております。 

そこで、10 月 20 日（土）が締切ですが、是非

家族を、お子様を、社会見学ですので大勢の参加

を期待してお待ちしております。どうぞよろしく 

お願い致します。 

 



                        

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の卓話  

川口北高等学校長 渡邉 秀昭 様 

私は、渡邉秀昭と申します。 

どうぞよろしくお願い致します。 

日頃より川口北ＲＣさんの皆様 

方のご支援に対しまして深く 

感謝申し上げたいと思います。 

どうもありがとうございます。 

Ⅰ.グランドデザイン 

 （1）①思いやり（不易、人を思う気持ち、人間

関係の大切さ） 

    ⓶社会貢献できる生徒の育成（社会の中核、 

              リーダーシップ） 

思いやりをどう育てるのか、人を思う気持ち、人間 

関係の大切さを3年間で子供たちに植え付けていく 

のが大きな課題でございます。また社会貢献とは、 

職業を通じて社会に貢献できるそういう人間を作り 

たいと思っております。 

 （2）文武両道（こころ、身体、知性） 

文は学力向上、そして体力、精神力の充実をしっか 

り鍛え上げることが、この 3 年間で、できるかどう 

か教職員一眼となって頑張っております。キャリア 

教育で求めるもの（中教審答申）、社会人基礎力（経 

済産業省）が国から求められております。今の若い 

子たちは、前へ踏み出す力が不足しています。そし 

て考え貫く力も足りません。1 人でやる事は得意、 

課題を指示すれば出来る。しかし、あるプロジェク 

トに対し協力して解決する力が不足しています。そ 

の不足している部分を育てたいと思っております。 

学校教育活動の中で鍛え上げるにはどうしたらよい 

か。まず授業、そして部活ではないでしょうか。部 

活とは、人間関係を作る場所です。人間を作るのに 

一番大切な事は、明るい挨拶です。あいさつからす 

べてが始まります「おはようございます」「ありがと 

う」「さようなら」この 3 つの言葉を覚えるだけで 

人間に違いがでますよと、いろいろな国の方々に言 

われました。川口北ＲＣさんにも「朝のあいさつ運

動」ではお世話になりました。私も着任以来、毎日 

正門に立ち「あいさつ」をしております。 

 （3）開かれた学校 

情報発信として、今年から「ＫＡＷＡＫＩＴＡキャ

ン 

 

 

 

ンパス通信」を始めました。179 校の中学校へ配

信しております。そして国際交流の推進です。今、

サラがフィンランドから来ています。また、「ＫＡ

ＷＡＫＩＴＡキャンパス通信」にもありますが、

川口北ＲＣさんにお世話になっています冨田万央

さん（交換留学生）の近況報告も掲載しておりま

す。また、適正な運営としまして学校評議員会。

川口北ＲＣの会長さんにも、本校の評議員をして

頂いております。今後ともどうぞよろしくお願い

致します。今後とも良い学校になるよう努力して

行きたいと思っております。ご支援よろしくお願

い致します。 

ニコニコ委員会  谷口  顕委員長 

 

17 口 20,000 円 

累計 312,000 円 

 

溝上西二ガバナー補佐様 川口北クラブの皆様こん

にちは、ご挨拶に訪問致

しました。宜しくお願い

します。 

森川 昌紀 渡邉校長先生本日宜しくお願いします 

原  浩明 校長先生卓話宜しくお願い致します。 

山森 喬夫 渡邉様卓話よろしく。 

藤原 忠雄 渡邉校長先生今日は宜しくお願い致し 

ます。 

内山 武司 渡邉校長先生卓話有難うございます。 

今村  勲 渡邉校長先生卓話有難うございます。 

磯  利昭 渡邉校長先生卓話宜しくお願いします 

奈良 栄一郎 渡邉様卓話宜しくお願い致します。 

千葉 秀樹 渡邉校長宜しくお願い申し上げます。 

菅  祐伸 27 年ぶりにマニュアル車にしました 

      渋滞の坂道が大変です。 

西田 宗平 渡邉先生卓話宜しくお願いします。 

槙  孝夫 溝上ガバナー補佐ようこそ。渡邉校長 

      卓話宜しくお願いします。 

切通 勇次 今日もよろしくお願いします。 

山口 久仁幸 渡邉校長先生有難うございます。 

田中 一任 本日もよろしくお願いします。 

小林  忠 渡邉先生ようこそ。 

 


