
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                    

         

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

                     

 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 
     事務所 〒333-0866 川口市芝 2-4-25 

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

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

 例会場： 東京信用金庫 蕨支店 

  例会日： 毎週水曜日 12：30 点鐘 
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Let's Enjoy The Rotary！ 

ロータリーを楽しみましょう！ 

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！ 
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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！ 

 

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 

【次回のプログラム】 

第 1769 回例会 

7 月 25日(水) 

♦田中徳尚ガバナー 

  公式訪問 

【本日のプログラム】 

第 1768 回例会 

7 月 18日（水） 

♦アンナ最終卓話 

◆クラブ協議会（前半） 

第 1767 回 例会記録 7月 11日（水） 

  

藤原さん退院おめでとう！！！ 
 

 

 

       

 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 

事務所 〒333-0866 川口市芝 2-4-25 

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

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

例会場： 東京信用金庫 蕨支店   

例会日： 毎週水曜日 12：30 点鐘 
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 ◆森川 昌紀会長 あいさつ◆  

ＮＨＫのカメラがとらえた貴重な映像。絶滅が危 

惧されている野鳥ミサゴの 80 日間に及ぶ命の記 

録。ミサゴはタカの仲間で、全国各地の水辺で暮 

らしています。しかし近年、巣を作る場所が減っ 

たことで、数が減少し、島根県の絶滅危惧種に指 

定されています。今年 3 月、島根県松江市にある 

NHKの無人カメラが設置されている高さ 20m の 

鉄塔の上に野生のミサゴが巣を作りました。ミサ 

ゴが無人カメラの 1m 先で巣を作ることは大変珍 

しく奇跡に近い状況。およそ 80 日に及ぶミサゴ 

の子育ての様子の記録。中国山陰地方は松食い虫の被害が非常に多く松はどんどん枯れて壊滅状態ほ 

とんど営巣していた松が使えなくなっているため、人工の構造物は安定している為こういう所に巣を 

作ることが多くなっている。3 月下旬最初は巣作りに励むメスの所にオスがやってきた。掴んでいる 

魚をオスがメスに、求愛行動です。2 羽で力を合わせ一生懸命巣を作り上げる。しかし、4月上旬 

台風並みの強風が巣を襲いました。必死の形相で飛ばされないように巣を守るミサゴ夫婦、心を打た 

れました。しかし、翌朝巣は跡形も無くなっていました。何日か過ぎ、ミサゴ夫婦は再び姿を現しま 

た 2 羽で力を合わせ木の枝や海草を持ってきて一生懸命巣を作り上げました。やがて 3 羽のヒナが誕 

生しました。魚をエサにするミサゴ。タカの仲間ではミサゴのみ。オスが取ってきた魚をメスは小さく 

ちぎりヒナの小さな口の中に運ぶ。まさに母親の姿。メスは子育ての時期、巣を離れることはしない。 

ヒナを体を覆って守る。雨の日もメスはびしょびしょになりながら体を覆って守る。ヒナを狙って他の 

鳥が近づいてくる。オスはすぐさま飛び立ち敵を追い払う。そしてヒナはすっかり逞しくなりました。 

吹き飛ばされた巣を 2羽で一生懸命作り直す姿や、体を張って外敵と戦う姿夫婦で力を合わせ子育て 

をする。元気に巣立ってほしい。この映像記録は、ミサゴが我々に訴えている。わざわざ見て欲しい！ 

ミサゴが絶滅したら生態系はどう変わるのでしょうか山や森林が荒廃すると我々の生活を脅かす大規 

模災害も発生する！今、ミサゴが安心して暮らせる平和な世の中が本当に必要とされている。地球環境 

問題を通じ平和について考えさせられている。また、幼児・児童虐待の親に見せて上げたい。これは、 

偶然でなく必然ではないでしょうか。 

◆原 浩明幹事報告◆ 

                  1. 当クラブ 7・8 月例会スケジュール 

                  7/18(水) 「アンナ最終卓話」・クラブ協議会（前半） 

                  7/25（水） 田中徳尚ガバナー公式訪問・赤坂昌雄さん 

                         入会歓迎会「ラ・ララス大作」6：30 

                  8/01（水） 青少年交換派遣学生出発挨拶（冨田万央さん） 

                        8/08（水） 夜間例会・新旧会長幹事歓送迎会 

                  8/15（水） 休会 

                  8/22（水） 染谷地区増強部門委員長卓話 

                 8/29（水） 増強クラブフォーラム 

                            ＊「打ち水大作戦」を 7/22（日）に行います。 

  

 

 



 

2. 地区セミナースケジュール 

   7/21（土）広報部門セミナー     

   7/28（土）新世代部門セミナー   4. 例会変更 

   8/11（土）管理運営部門セミナー    ＊川口北東 RC 7/22（土）「ホタル観賞の 

                       集い模擬店」・31（火）美術品鑑賞例会 

 3. ガバナー事務所より           ＊川口中央 RC 7/16（月）休会・30（月） 

   ＊第 25 回インターアクトと年次大会   「懇親例会」になります。 

    があります。8/19・20（土・日）                   以上 

 

  

 ◆ソングリーダー◆切通 勇次会員  

【我等の生業】 

【四つのテスト】 

 

 

 

  

   

 

                                   

  ◆臨時総会◆ 
 

  

                             2011-2012 

                     収支決算報告の承認に関する件 

                      総会にて可決されました。 

                      2012-2013 

                     予算案も総会にて承認されました 

 

 

言行はこれに照らしてから 

 

1. 真実か どうか 

2. みんなに公平か 

3. 好意と友情を深めるか 

4. みんなのためになるかどうか 

 

 



 ◆お客様 あいさつ◆ 

 川口むさし野 RC 広橋 宴会長 

   

 皆さんこんにちは、川口むさし野ロータリークラブ 

 第 23 代会長に要請されました、広橋でございます。 

 私どもクラブも会員が少なくなって来ています。今私に 

 課せられているのは、会員増強しかありません。とにかく 

 会員増強で頑張って行きたいと思っております。 

 どうぞ 1 年間よろしくお願い致します。 

 

 ◆委員会報告◆ 

 社会奉仕委員会  磯  利昭委員長 

  

  7 月 22 日（日）の「打ち水大作戦」の詳細が、昨日の 

  小委員会にて決定したので、ご報告致します。 

  日時：7/22（日）・午後 2：30 より 

  集合：東京信用金庫 蕨支店前 服装：涼しげな服装（T シャツ・短パン・甚平・浴衣 

  など）☆はっぴ、帽子も準備して頂けると良いかと思います。持ち物：打ち水用の容器（手 

  桶・バケツ・ひしゃく・ペットボトルなど）☆雨天の場合は中止です。当日は大勢の会員 

  の参加お願い致します。 

 

 親睦委員会  奈良 栄一郎委員長 

   

7 月 25 日（水） ガバナー公式訪問の後、午後 6：30 

  より、新会員「赤坂 昌雄さん」の歓迎会を開催致します。 

  場所：「ラ・ララス大作」多くの会員の参加お願い致します。   

 

 ◆出席委員会◆ 田中 一任委員長 

   

 

     

             

 

 

 

 

 

 

会員 計算会員 出席者 MU 出席率 

30 24 20 2 91.67 

 



 ◆卓話◆    ガバナー補佐 溝上 西二 様 

 

皆様こんにちは、今年度第２７７０地区第１２グループガバナー補佐の戸田西ロータリー  

クラブ所属の溝上西二６５歳です。１年間宜しくお願いします。私のロータリー歴と職歴を少  

 しお話しさせて頂き、その後、今年度のロータリーについて国際ロータリーと第２７７０地区 

 川口北ロータリークラブさんについてお話しさせて頂きます。私は１９９２年に戸田西ロータ 

 リークラブに入会しました。２００１～０２年度に幹事を２００４～０５年度に会長就任しま 

 した。その間、新会員の増強は積極的に行いましたが、それ以上に退会者が多く実数としては 

 減少となり、今年度の戸田西ロータリークラブの 

 スタートでは２７会員数であります。私の２０年 

前の入会時は５０数名の会員数でしたので、半減  

 状態の会員数であります。地区では情報委員会・ 

 広報委員会・増強委員会等、委員会での委員長・ 

 副委員長は経験ありませんので、無名の委員でした 

 。その私がガバナー補佐を任務することに、皆様に 

不安と心配をお掛けすると思いますが、精一杯頑 

 張りますので、宜しくお願いします。職歴ですが、 

 総合建設業として営んでおります。創業が昭和５３ 

 年ですので、今年で３４年になります。社員数３０ 

 数名と小さな企業ですが、仕事とロータリー活動と両立出来るように努力致す所存であります。 

 さて、国際ロータリーについてお話をさせて頂きます今年度２０１２－１３年度におきまして 

 は、皆様ご存じの通り国際ロータリー１０７年の歴史の中で日本人３人目となります。又、 

 ３０年振りの国際ロータリー田中作次ＲＩ会長の誕生であります。世界２００の国・地域又、 

 約１２０万人会員の頂点で日本人として又、我々の当地区出身のＲＩ会長の誕生は我々会員に 

 とってあまりにも大きな名誉と誇りであり、それだけに責任ある会員としてロータリー活動に 

 取り組んで参りたいと思います。２０１２－１３年度ＲＩテーマは、「奉仕を通じて平和を」 

（Ｐｅａｃｅ Ｔｈｒｏｕｇｈ Ｓｅｒｖｉｃｅ）です。平和という概念は、人によって、 

 文化によって異なります。心の平安や家族の幸せ、満足感を指す場合もあるでしょう。平和を 

どのように定義するにせよ、それは奉仕を通じて達成できる目標です。ロータリー独自の標語、

「超我の奉仕」は、奉仕の最高のかたちを表しています。このような奉仕こそ、私たちが歩む 

べき道であると、私は信じています。「奉仕を通じて平和を」標榜するなら、私たちは、自分 

たち、そして世界のために、さらなる平和へ向けて邁進していくことができるでしょう。 

次に第２７７０地区についてお話させて頂きます。地区ガバナーとして、田中德尚ガバナーが 

就任されました。田中德尚ガバナーは川口ロータリークラブ在籍であります。第２７７０地区  

活動方針と運営方針を申し上げます。「Discover The Rotary」ロータリーで素晴らしい 

 出会いを であります。人と人が出会うことによって様々な価値が生まれ理解が深まり、そし  

 てそれは新しい喜びをもたらします。ロータリーを理解し楽しさを自覚出来れば、奉仕活動に  

 も熱心になり充実したロータリーライフを送ることができる。Ｄｉｓｃｏｖｅｒという言葉 

 には、知らなかったロータリーの魅力を発見していこうという思いも込められております。 

  ★抜粋させて週報へ載せて頂きました。詳しくは、回覧にてご覧くだ 

 

 



  

 ◆お客様 紹介◆ 

  

 

 

                 

 

 

 

 

   

  川口モーニング RC       川口むさし野 RC        交換留学生      

     西山 育昌 様            白根 大輔 幹事 様      アンナ・カリタ さん 

 

 ♠ 当クラブ例会へご出席ありがとうございました。 

 ◆ニコニコ委員会◆ 谷口 顕委員長 

 

  

溝上 西二様  川口北クラブの皆様、今年度は 

        宜しくお願い致します。 

駒﨑 繁夫様  ガバナー補佐幹事を務めます、 

        駒﨑です。どうぞよろしくお願       

い致します。 

広橋  宴様  本日は、新年度のあいさつで来 

        ました。幹事共々宜しくお願い 

        致します。 

白根 大輔様  本日はよろしく。 

西山 育昌様  お世話になります。 

森川 昌紀   溝上ガバナー補佐本日は宜し

くお願いします。 

原  浩明   溝上 G 補佐ようこそいらっし

ゃいました。 

今村  勲   溝上ガバナー補佐ようこそ。 

今村  勲   広橋むさし野会長ようこそ。 

今村  勲   西山様白根様ようこそ。 

内山 武司   お客様ようこそ。 

山口 久仁幸  溝上ガバナー補佐本日はご指

導よろしくお願い致します。 

奈良 栄一郎  本日もよろしくお願いします。 

田中 一任   今年度よろしくお願いします。 

大杉 能弘   溝上ガバナー補佐ようこそ。全

てのお客様いらっしゃいませ。 

大杉 能弘   本日アンナは川口 RC 小林会員 

        にスカイツリーに連れて行って

もらうので早退します。 

槙  孝夫   お客様ようこそ。 

千葉 秀樹   溝上ガバナー補佐、駒﨑補佐幹

事西山様広橋様白根様ようこ

そ。 

菅  祐伸   たくさんのお客様ようこそ川口

北を楽しんで下さい。 

延島 三男   暑くなりましたね。本日もよろ

しく。 

茂木 浩之   今週もよろしくお願いします。 

西田 宗平   本日も宜しくお願いします。 

磯  利昭   本日もよろしくお願いします。 

増田  徹   暑いですね。 

切通 勇次   よろしくお願いします。 

谷口  顕   お客様ようこそ。 

 

 26 口 30,000 円 累計 66,000 円 

   


