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パスト会長の時間     吉田 栄治 

こんにちは、内田会長が、緊急の検査入院の為 欠

席です。その為、急遽わたくし吉田が会長の代行を

務めます。「第 1450 回の例会点鐘を行います」       

チーーン 

改めまして、今日は、会長の時間を担当しますパ

スト会長の吉田です。はじめに小久保君が担当し、

２番目が、私 10 人以上の方が居なくなったわけで

す。私もそろそろ退会勧告がでるか、体が退会勧告

か、83 歳になると、いずれかです。 

冗談はさておき、会長の時間ですので、私の会長

の時の話をしましょう。2000～2001（H12~13）年

第 16 代の会長でした。ノミニーに指名されたのが

1998 年の 12 月です。六か月後の 1999 年の七月に

は会長エレクトです。この年の 12 月には組織を作

らなければなりません。その間六か月です。そして、

翌年の四月は年間計画を書き上げ印刷屋に回さな

いと間に合いません。ですから、私は、ノミニーの

指名をうけてから六か月の内に、会長エレクトの一

年間の月別のスケジュール表を作りました。継続の

プログラム、新規のプログラム、年間スケジュール、

幹事との打ち合わせ。｛ロータリーは、週に一回で

す。例会の時間の合間にやりました｝人事には、気

を使いました。そんな、思い出があります。ノミニ

ーの指名を受けると、会長のなるまで、あっ！！と

いう間でした。 

私の会長年度の話をしましょう。クラブ始まって

以来の新しいプログラムをやりました。それは、ロ

ータリーソングの後に、唱歌か童謡を毎回一曲歌っ

たことです。その提案は、クラブ奉仕委員長からで

した。12月に組織を作ってのすぐの委員会でした。

次年度の委員会は、当年度の邪魔にならないように

する必要があります。大変好評でした。幸いなこと

に SAA に幼稚園に関係があった会員がいたのです。

■出席報告 

月 日 8/9 

会員数 27 

出席者 21 

出席率 80% 

前回修正 ― 

 

師岡 友次 

 

 

山﨑 武邦 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

8/23 「仏教の教えの生き方」 

所沢西 RC 会員 鈴木 伴忠様 

8/30 例会取消 

9/6  野本ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問 

9/13 振替休会 G 公式訪問 

 



作詞者、作曲者の氏名から詩の内容の解説まで毎回

作文して呉れました。それは素晴らしい内容で全会

員感激したものです。もう一つ有りました。クラブ

旅行の時の「シオリ」です。皆さん学生の時、遠足

の時、先生が作ったり、指名された仲間が作ったり

した「シオリ」を抱いて寝たことがありました。そ

んな思い出に感激したものです。会長は、大変な役

職です。でも、委員会の方々の協力もあり又楽しみ

もあります。今うちのクラブは、少し寝ています。

今年は全員で頑張って、元気を取り戻しましょう。

長くなりましたがパスト会長挨拶の話にします。ご

清聴に感謝して終わります。 

 

幹事報告         髙橋 和男 

◆前島 修身ガバナー様から諸事連絡 

1、今年 4 月の規定審議会決定事項につき、9 月に

はｶﾞﾊﾞﾅｰ月信、地区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長幹事会

等で公表予定 

2、新しい地区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを 7 月 1 日付で作成 

3、ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信に、クラブの行事など投稿下さい。 

4、本年度の地区大会は、11 月 5～6 日、熊谷にて

開催されます。 

◆使用禁止ｲﾒｰｼﾞ画像についての連絡 

◆第 50 回ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ年次大会開催について 

 7 月 31 日（日）9：30～  狭山ヶ丘学園 

◆［RIJO－FAQ］ｵﾝﾗｲﾝ研修「ｸﾗﾌﾞのためのよくわ

かる寄付と認証」 9 月 8 日（木）午前 9：30～ 

◆第 3G ガバナー補佐 野本 俊光様から青少年交

換学生受入れについて 

◆RLI セミナーパート 1.2.3・DL 養成ｺｰｽ開催のご

案内 

◆所沢市内５クラブ会長・幹事会開催 

 ８月 30 日（火）18：30～ 「楓」 

◆週報・・・新狭山 RC、狭山中央 RC、新所沢 RC、 

     所沢中央 RC 

 

ニコニコボックス       石井 實  

所沢西RC有志会 代表 内田 学  中 毅志君

所沢市議会議長就任祝い残金です。 

本橋源太郎 宮崎先生 今日は宜しくお願いします。 

中村 茂  6 月 30 日（木）霧雨 8 時 15 分藤岡

ゴルフ場 。スタートホール バック

テーとフロントテーの斜面 50 センチ

にて足を滑らし 左足首骨折。所沢中

央病院で全身麻酔にて手術、ステンレ

ス金具 5 本 10 日間入院松葉杖。補

装具を作り、歩行練習、約 1 ヵ月大変

でしたが補装具を付け、歩けるように

なり、2 本足の大切さがわかりました。

例会を長く休みましたがこれからは

出られます。皆様も気を付けて下さい。

去年は 45 回くらい 今年も 20 回下手

な割には 毎週木曜日コースによく出

ていました。少しは休めと言う警告で

しょうかね。 

室伏 秀樹 前回市内合同例会を欠席しました。 

荻野 陽一 前回欠席しました。 

 

卓話 《蝶のはなし》 

“森の宝石”ゼフィルス 

         宮崎 安弘様 

わが国は南北に細長く、亜寒帯から亜熱帯まで、

幅広い気候帯をもつ国土です。四方を海に囲まれ、

降雨量も多く、四季があり、起伏に富んだ地形には、

多くの動植物が生活しています。 

今日は『蝶』の話です。このように変化に富んだ

環境に、棲息する日本の蝶は 250 種類です。それら

の中に、森林を主な棲家とし、樹上性（活動の中心

が木の上部）のシジミチョウの１群がいます。この

グループを“ゼフィルス”と呼んでいます。“ゼフ

ィルス”とはギリシャ神話の“西風の神”の名であ

り、春を運ぶ“そよ風の精”とも言われています。 

わが国には 25 種類のゼフィルスがいて、そよ風

が心地良い初夏から、森に颯爽と現れます。ゼフィ



ルスは、先進国にあって、森林大国といえるわが国 

（国土の 66％が森林）を、象徴する蝶と言えま

しょう。 

ゼフィルスは、翅の色が金緑色、金青色、金色、

銀色、朱色など、いずれの個体も小型ながら、凛と

した存在感をアピールしています。朝日、夕日を浴

びて、樹冠を飛び回る姿は、見る者を魅了します。

その一生は、幼虫の食樹の生長とぴったり一致して

います。卵は、幼虫の食樹である植物の越冬芽、ま

たは枝などに産みつけられます。春、越冬芽が芽吹

くに合わせ、卵から幼虫が孵化します。幼虫は柔ら

かい新芽を食べて成長します。葉が堅くなる頃には、

十分栄養を蓄えて蛹になり、初夏～夏、蝶となって

飛び立ちます。生殖を終えた雌蝶は、食樹の越冬芽

が大きくなる頃、産卵を終えて一生を閉じます。１

年の間に、何回も世代を繰り返す、モンシロチョウ

などと異なり、年に１回姿を現す蝶なのです。雄に

は“縄張り”という習性があります。見通しの良い

葉先や枝先に止まって、雌の飛来を待ちます。縄張

り内に侵入して来る他の雄、または蜂でも、鳥でも、

果敢に追い払います。邪魔者を追い払った後は、ま

た元の位置で見張りを続けます。また種類によって

は、雌の翅に４通りの紋様が現れます。同じ種類の

雌なのに、４つの装いをもつのも、他の蝶にない特

徴です。 

『埼玉県の蝶』は、ゼフィルスの 1 種“ミドリシ

ジミ”です。1991 年 11 月 14 日、県民の日に制定

されました。雌の翅に４つの装いをもつ代表選手で

幼虫は河畔、沼沢地に多い、ハンノキの新芽を食べ

ます。毎年 6 月、浦和の秋ケ瀬公園では、この蝶の

観察会が開かれています。雑木林が多く残る、自然

豊かな狭山丘陵にも、6 種類のゼフィルスが棲息し

ています。5～6 月、栗の花に来たりしますので、

その時期に気軽に会うことが出来ましょう。ゼフィ

ルスは意外に身近な蝶なのです。 

 

 

 

         

 

今週の担当  本橋源太郎 

 

 


