
 

例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ 

事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ 
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第２２６第２２６第２２６第２２６７７７７回例会回例会回例会回例会        ２０１４２０１４２０１４２０１４年年年年 1111２２２２月月月月４４４４日日日日    
点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     廣井会長    

ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング                                    君が代 奉仕の理想    

四つのテストの唱和四つのテストの唱和四つのテストの唱和四つのテストの唱和    

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                廣井会長廣井会長廣井会長廣井会長    

        年の瀬で慌ただしい時期に

なりました。今月から衆議院選

挙がはじまります。候補者は、

有権者の皆さんにお願いや約

束をしたりするわけですが、当

選したときには「皆様のおかげで・・・」といいます。 

おかげとは、「陰ながらもご協力をいただきまして」

と言う意味ですが、他人から受ける利益や恩をも

意味します。『恩』は、恩恵を受けた側の認識であ

るが「恩を売る」とか「恩に着せる」「恩がある」とい

うような債務的な使われ方が多いですね。そして、

その反対の『義理』は、自分の受けた『恩』に対して

果たすあまり気の進まない義務のような使われ方

が多い気がします。 

しかし、同じ言葉でも使うすべての人々にとって

必ずしも共通ではありません。恩恵には、少なから

ず施す側の時間や労力があります。それに対し感

謝の気持ちがあれば人間関係もうまくいくのではと

思います。 

なぜこのような話をするのかと言うと、高倉健さ

んがお亡くなりになり「仁義なき戦い」がクローズア

ップされ『仁』や『義』について考えたのと、地区大

会で、思わぬ人と偶然会ったからです。 

 

 

私は、20 歳から 25 歳まで愛媛県の西条市で水

泳のコーチをしていました。当時成人コースの会員

さんに、30 歳くらいの佐々木さんという方がおりまし

た。彼は四国お遍路さん 88 か所の 64 番札所の前

神寺の副住職で私はとてもお世話になりました。 

私はまだ若くて世間を知らなかったのですが、社会

勉強ということで彼に色々なところに連れて行って

もらったことを思い出します。初めて正式なゴルフ

場へ連れて行ってもらったり、ゴルフクラブを頂いた

り、松山の全日空ホテルで豪華なコース料理を頂

いたり（実はお見合いをセッティングされていたので

すが・・・）それこそ大変な『恩』を感じていました。 

そして、先日の地区大会で来賓紹介の時に、松

山北 RC のガバナーが佐々木さんというのでふと思

い出し、顔を見てみるととても良く似ているのです。

残念ながら本人ではありませんでしたが、親戚かも

しれないので、乾杯が終わってさっそく挨拶に行くと、

やはり佐々木さんの弟さんでした。 

もし彼がガバナーをしていなければ、埼玉の地

区大会には来ていないですし、私も今年度会長を

受けていなければ晩餐会に出席して当時の御礼を

伝えることも出来ませんでした。 

感謝の気持ちをもって人として生きていくと「恩」

を受けた方にどこかで返す場所ができるのかなあ

と思いました。私も今ロータリアンとして地域のため

に活動させて頂いていると当時お世話になった

佐々木さんに報告が出来て本当によかったと嬉しく

思いました。 
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会長会長会長会長        廣井慎一廣井慎一廣井慎一廣井慎一            幹事幹事幹事幹事    古谷古谷古谷古谷    豊豊豊豊    



 

 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                折原（正）副幹事折原（正）副幹事折原（正）副幹事折原（正）副幹事    

� 国際ロータリー日本事務

局より、平成 26 年 12 月の

ロータリーレートは 1 ﾄﾞﾙ

112 円と案内が届いており

ます。 

� 春日部南 RC より、先日行われた第 18 階春日

部市内高等学校野球大会の御礼が届いてお

ります。 

� 国際奉仕委員会より、平成 27 年 2 月 8 にい t

より 3 泊 4 日の予定で「2014-15 年度 RID3800

地区フィリピン国際奉仕 PJ 検証ツアー」の案

内が届いております。 

12121212 月理事会月理事会月理事会月理事会報告報告報告報告              渋谷エレクト渋谷エレクト渋谷エレクト渋谷エレクト 

1111 月例会予定月例会予定月例会予定月例会予定    

1 日 休会（年末年始） 

8 日 新年会 

15 日 誕生祝、雑誌紹介 

22 日 理解月間（卓話）、半期決算報告 

29 日 夜間例会（大吉） 

� 音楽祭会計報告及び事業報告  

� 12/18 クリスマス会  

集合場所：17:45 現地集合 18:00 点鐘 

� 1/8 新年会 かごや（杉戸高野台東口）     

18:00 点鐘 

� 12/25 親睦ゴルフ 参加者： 新井栄、石塚、

井上、折原(弥)、加藤、武井章、馬場、廣井、

古谷、細井、真中 

� 渋谷エレクトより提出の次年度理事、役員、委

員長、委員会人事（案）について可決承認 

� 次年度、親睦委員長の理事加入について：細

則改訂により理事増員 13 名→14 名 承認 

� 2 月の例会から会員職業紹介等、会員卓話を

実施予定 

会員表彰会員表彰会員表彰会員表彰                       小柳会員小柳会員小柳会員小柳会員    

ペットボトルキャ

ップ収集換金で地

区のポリオ撲滅活

動に大変貢献され

ていることにより、

小柳会員の事業所

である「㈱ウム・ヴェルト」に感謝状が届きました。 

小柳会員ありがとうございます。 

会長幹事会報告会長幹事会報告会長幹事会報告会長幹事会報告                 廣井会長廣井会長廣井会長廣井会長    

� 平成 27 年 1 月 24 日（土）庄和ロータリークラ

ブ 25 周年記念式典が東武ホテルで行われま

す。まだ案内が来ていませんが、数名の参加

になると思いますのでよろしくお願い致します。    

� 平成 27 年 2 月 7 日（土）春日部イオンにて第

6 グループ IM が開催されます。    

� 平成 27 年 2 月 19 日（木）幸手中央・春日部イ

ブニング 3 クラブ合同例会が行われますので

大勢の参加を宜しくお願い致します。    

雑誌紹介（ロータリーの友）雑誌紹介（ロータリーの友）雑誌紹介（ロータリーの友）雑誌紹介（ロータリーの友）     小柳委員長小柳委員長小柳委員長小柳委員長    

横欄の P.25 をご覧ください。

「日本のロータリー2020 年新世紀

ビジョン」と言うタイトルで、日本の

ロータリー100 周年に向け将来の

展望について意見を頂きたいとい

うことと、その必要性が書かれて

います。ロータリアンの皆様から建設的な提言やそ

れを基にしたビジョン作成や組織対応など準備を

整える予定であると書かれていますのでご一読を。 

次に、P.42「小さくなったクラブの規模」をご覧くだ

さい。第二次世界大戦中に日本のロータリーが脱

会し、復帰したのが 1949 年です。その後順調に会

員数は増えていきましたが、1996 年を境に会員数

は減るもののクラブの数は増えるという現象に転じ

ました。クラブの適正規模がどのくらいかは、クラブ

の事情によって異なりますが、20 人以下のクラブの

割合が 30 年前の 14 倍にもなっています。現在の

日本のロータリアンが元気を失っている最も大きな

原因ではないかと書かれています。 

人手が足りない、資金が足りないという悩みを抱

えているクラブは、奉仕活動に配偶者や孫の協力

を得て人手を増やしてはどうか。そして、近隣のク

ラブと共に活動をするなど工夫をすれば実現できる

こともあるはずなのではと提案しています。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

青少年交換学生報告青少年交換学生報告青少年交換学生報告青少年交換学生報告        折原（正）会員折原（正）会員折原（正）会員折原（正）会員    

当クラブの交換留学生サム君は、先日春日部共

栄高校の修学旅行でシンガポールとマレーシアに

行くということで昨日、栗原会員と羽田空港へ送っ

て参りました。久しぶりに英語を話すことができると

いうことで楽しみにしていると言っておりましたので

ご報告を致します。 

雑誌紹介（追加）雑誌紹介（追加）雑誌紹介（追加）雑誌紹介（追加）             関口副委員長関口副委員長関口副委員長関口副委員長    

横書きの P.38～41 に 8 月～11

月の地区大会略報が掲載されて

います。RI 会長が台湾の方なの

で台湾からの RI 会長代理が圧倒

的に多いですね。私は今年韓国

の会長代理のエイドを致しまして、金曜日に迎えに

行って月曜日までお供しました。月曜日に韓国大

使館へ送ってくれというので、麻布にある韓国大使

館へお送りしたら、2 か月前に着任した大使夫人が

自分の娘だというので、大使館で朝鮮人参茶を御

馳走になってきました。帰る時になって池袋の薬局

にある大正製薬の「パブロンゴールド 270 錠」がほ

しいので連れて行って欲しいと言うので、わざわざ

池袋まで行かなくても近くの薬局ですぐ手に入ると

教えてあげました。友達に頼まれたそうですが、日

本の薬は韓国でなかなか手に入らないそうです。 

また、今月のロータリーの友には、地区の記事

が多く載っていますので是非目を通してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRRR 財団寄付表彰財団寄付表彰財団寄付表彰財団寄付表彰                  舟越会員舟越会員舟越会員舟越会員    

ロータリー財団寄付者

表彰において、舟越芳朗

会員がポールハリスフェロ

ー第 6 回を受けピンバッジ

が届きました。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                     折原折原折原折原会員会員会員会員    

会員数会員数会員数会員数    出席出席出席出席    欠席欠席欠席欠席    免除免除免除免除    MUMUMUMU    出席率出席率出席率出席率    

40404040    11119999    22221111    2222    11110000    77.5077.5077.5077.50%%%%    

スマイルスマイルスマイルスマイル報告報告報告報告                                          折原折原折原折原会員会員会員会員    

廣井会長：廣井会長：廣井会長：廣井会長：    インフルエンザが流行ってきました。手

洗い、うがいをまめにして予防しましょう。    

下津谷下津谷下津谷下津谷会員：会員：会員：会員：    杉戸町音楽祭には感動しました。 

来年度企業の寄付金を募るのは良い事だと思

います。 

関口関口関口関口会員：会員：会員：会員：    地区大会以来の例会です。 

会長代理のエイドで大使館へ入って来ました。 

舟越舟越舟越舟越会員：会員：会員：会員：    休みがちで申し訳ございません。 

大作大作大作大作会員：会員：会員：会員：    さしみ盛大なもみじもかれてイブモンタ

ン ちらほら雪がふってきてあだもうたです。 

渡辺渡辺渡辺渡辺((((孝孝孝孝))))会員：会員：会員：会員：    今日は寒さが厳しい一日です。 

カゼひかないようにしましょう。 

折原折原折原折原((((正正正正))))会員：会員：会員：会員：    早いもので 12 月です。 

年々1 年が早く感じます。 

田中会員：田中会員：田中会員：田中会員：    本日は、お世話になります。 

武井武井武井武井会員：会員：会員：会員：    久しぶりに例会に出席しました。 

渋谷渋谷渋谷渋谷会員：会員：会員：会員：    師走になりました。皆様お体ご自愛下

さい 

折原折原折原折原((((弥弥弥弥))))会員：真中会員：会員：真中会員：会員：真中会員：会員：真中会員：落合落合落合落合((((優優優優))))会員会員会員会員：篠原会員：篠原会員：篠原会員：篠原会員    

小柳会員：馬場会員：細井会員：矢島会員小柳会員：馬場会員：細井会員：矢島会員小柳会員：馬場会員：細井会員：矢島会員小柳会員：馬場会員：細井会員：矢島会員    

    

スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額 ２５２５２５２５，０００円，０００円，０００円，０００円 

スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額 ５７８５７８５７８５７８，５００円，５００円，５００円，５００円 

スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額    １，２００，０００円１，２００，０００円１，２００，０００円１，２００，０００円    
 

募金協力のお願い 
この度、杉戸町「昌平中学・高

等学校」サッカー部が全国高

校サッカー選手権大会に出場

することになりました。これによ

り昌平高校同窓会事務局より

募金のお願いが杉戸町に届き

ました。杉戸 RC にも募金のお

願いが数枚届いておりますの

でご協力いただける方は是非

とも宜しくお願い致します。 
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