
   
    

 

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 

TEL&FAX  0480－31－0031 
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第２２８４回例会第２２８４回例会第２２８４回例会第２２８４回例会    ２０１５年４月２２０１５年４月２２０１５年４月２２０１５年４月２日日日日 

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     廣井会長    

君が代・君が代・君が代・君が代・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                                                    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                    真中会員    

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    

 先日の例会では、サムのご家族の

来日に際し、皆様ご協力頂きありがと

うございました。彼等は今週から大阪・

京都へ観光に行っており、明後日もど

る予定になっています。ここ数日夕食

を共にしていましたが、サムのお父さ

んは 3 年前にお酒を止めてまったく飲まないのですね。し

かし、お母さんは私の知る限り3日間ずっと日本酒を飲ん

でいました（笑）。とても気に入ったようです。 

先々週西クラブの特別夜間例会に田中会員ご夫妻と

ともに参加して参りました。春日部西 RC には今年 2 年目

になる留学生がいます。彼女は今年帰国するので、習っ

ている日本舞踊の発表の場として今回特別例会が開催

されました。日本舞踊のバック演奏は、東京芸術大学邦

楽科有志 OG で結成された若い女性による、長唄や三味

線、笛、太鼓のユニットです。彼女たちは、日本伝統芸能

である長唄を日本のみ

ならず海外へ広めようと

活動しています。私は長

唄を聴くのは始めてでし

たが、生の演奏と舞に

大変感動いたしました。 

先月 31 日に、ゴルフ週刊誌（週刊パーゴルフ）のレッス

ン生として撮影をしてきました。カットされなければ再来週

の火曜日に発売されると思います。当日は現地に集合し、

少しウオーミングアップしてくださいと言われ 3 球くらい打

った後すぐ「レッスン前写真」を撮りました。ボールにマー

カーをつけてどこに当たるかをみます。その後「レッスン

後」写真を撮ったのですが、前後合わせても実際にボー

ルを打ったのはたった 20 球くらいでした。それでいかにも

の理論の雑誌が出来上がってしまうのですね。この話を

折原正昭会員に話したら、「そんな雑誌を僕は毎週毎週

一生懸命読んでいたのか・・・」ともらしていました（笑）。

長期間にわたるレッスン成果というのもあるでしょうが、お

そらく雑誌や TV では、短期間での成果を求められます。

またそれを読者や視聴者に伝えるため、最も効果的なよ

い画も求められます。例えば、打った後のフォローの体勢

をとったまま移動させられたり、ナイスショットをしたとき、

そうでないときの顔をしてくださいと言われたり・・・。 

しかし、ひとつのコーナーであってもそれを誌面として

作り上げるというのは大変なことだと思います。撮影にか

かるにも、漠然と写真を撮るのではなく、すでに見出しや

文章などのページ構成ができあがっていて、ここにこのよ

うな写真がほしいから撮影するということまで出来上がっ

ています。出演する方もまったくの初心者ではできません。

多少なりとも向こうの要求に答えられるほどのレベルでな

いと時間もお金もかかってしまいます。仕事とは、すべて

このようなことですね。それぞれの経験や知識が生かさ

れ集結したものだと思います。ロータリーの事業も同じで

しょう。それぞれの職業の英知が集まってよい奉仕活動

ができるのだと思います。 

今月は地区研修・協議会があり、これが終わるといよ

いよ次年度モードになります。今年は合併して 1 年目です

ので事業もできる限り 2 クラブ分やってまいりましたが、

次年度は、もう少し整理していかなければならないと思い

ます。来週は、あいさつ運動ですが、のぼり旗など杉戸

中央のままなので、次年度以降、続ける場合はリニュー

アルしなければなりません。また、クラブ協議会等で皆さ

んのご意見を伺いたいと思います。 



幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                           古谷古谷古谷古谷幹事幹事幹事幹事 

� R 財団地区補助金運営委員会よ

り、地区補助金申請書受付及び

推奨プロジェクトについての案内

が届いております。申請期限は 4

月 1 日～30 日です。 

また、地区補助金を使用するプロジェクトの候補とし

て「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」の開催

に伴い、さいたま市が企画している「絆まつり」の参

加呼びかけが来ています。浦和パルコ前のパブリッ

ク・ビューイング（大型ビジョン）周辺に、テント村（約

20 張り）を作り模擬店などを出す、さいたま市、さい

たま商工会議所他が後援するイベントになります。 

� ロータリーの友事務所より、「バラエティー！ちょっと

変わった例会の食事エピソード」募集が届いており

ます。会員の親睦、経費節減などに関係する「例会

の食事」。ホテルの決まった食事ではなく、少し工夫

を凝らした食事にしているクラブ、食事にまつわる面

白い習慣を持つクラブ、『ロータリーの友』では、全国

のクラブの「少し変わった例会の食事」エピソードを、

写真とともに紹介する特集を掲載予定とあります。 

理事会報告理事会報告理事会報告理事会報告                       渋谷エレクト渋谷エレクト渋谷エレクト渋谷エレクト    

5 月例会予定 

7 日 誕生祝い・雑誌紹介 

14 日 ローテックス卓話 or 会員卓話 

21 日 ローテックス卓話 or 会員卓話 

28 日 会員卓話 

� 2015-16 杉戸町音楽祭について 

開催日：平成 27 年 11 月 23 日（月・祝）12:00～ 

実行委員長： 下津谷会員 ※今後は社会奉仕委員

長が実行委員長をつとめる 

� 4 月あいさつ運動について 

あいさつ運動 9（木）～10（金）7:30～8:00 全会員で手

分けをして小学校 6 校を行う。分担については、後

日お知らせ致します。 

・各校携帯での写真撮影のお願い⇒事務局へ送付 

・当日の旗・ジャンパーの管理⇒各校で担当者 

� 2015-16 年度 杉戸 RC 周年行事予定について（45

周年）⇒記念例会予定 

� 4/17 地区協議会出席者は、 東武動物公園駅 9:25

集合 9:35 発に乗車  現地（大宮）10:10 集合 

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）                                              小柳会員小柳会員小柳会員小柳会員    

本日の雑誌紹介は、まずロータリー

デーとして杉戸 RC「杉戸町音楽祭」が

掲載されているのでご紹介致します。

『11 月 23 日、杉戸町生涯学習センター

「カルスタすぎと」において、杉戸町の

中学校 3 校と昌平中学・高等学校、杉

戸農業高等学校、そして民間で活躍する杉戸高等学校

の卒業生からなる杉の子吹（RC）が地域住民約 200 人を

集め開催。当クラブのロータリーデーとしました。当日ポリ

オ撲滅のための寄付も集め、参加者にロータリーが行っ

ている事業を知ってもらうこともできました。 

杉戸 RC では、2007 年から杉戸町内の小中学校 9 校

の「あいさつ運動」をはじめ、「図書寄贈」「ポリオ撲滅エコ

キャップ収集」などを継続的に行い、学校との関係を築い

てきました。そんな中で、「中学校では、吹奏楽の楽器の

修理になかなか予算が取れない、また、生徒同士、町内

の吹奏楽部がどのような活動をしているのかわからない。

ぜひ互いの演奏を聴いてみたい」など、さまざまな声を聞

き、これが 2010 年から中学・高校と社会人による吹奏楽

コンサートを開催するきっかけとなりました。生徒たちは、

他校の演奏に刺激を受けたり、また大人になっても吹奏

楽を続けている杉の子吹奏楽団に対し「新たな目標がで

きた」とこれからも音楽に携わっていくことを嬉しそうに話

したりする姿が見られました。一団体ずつ演奏し、最後は

全員で「上を向いて歩こう」を大合奏。会場とステージが

一体となった演奏会に参加した人から毎年行ってほしい

との要望もいただきました。真の教育とは、あるべき姿を

目標に課題を乗り越えていくことです。杉戸 RC では、こ

れからも杉戸町が音楽を通じた人材を育成し、心豊かな

子どもたちがたくさんできる町として知られるよう支援して

いきたいと思っております。』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



今月は「雑誌月間」です。横欄の特集にロータリーの友

委員会委員長と女性の地区代表委員の座談会が載って

います。意外と知られていないこの委員会と各クラブでの

ロータリーの友の記事の紹介などについて書かれていま

す。また、昨年から電子版が出たのですが、印刷版との

比較しどちらがいいか、雑誌紹介ではどのような欄を紹

介しているか・・・など女性ならではの目線とセンスで語ら

れています。バックナンバーの記事や歴代の表紙等も載

っていますので、ぜひ一読を。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、『友』で見る奉仕活動の変遷をご覧ください。1953

年からの奉仕活動の記事が載っています。北九州で起き

た水害への救援物資が、せっけんや包丁、雑巾などです

が、時代を感じますね。1975 年では、老人や子どもの交

通事故防止と非行少年の指導のため奈良の婦人警官に

10 台の自転車を寄贈しています。今や婦人警官が自転

車で走る姿は見られませんが、これも当時では画期的な

ことだったのですね。80 年代後半になると、写真もカラー

になり、奉仕の内容も変わってきます。生活が豊かになる

と実用的な物から、家族のふれあいを提供するものが多

くなっていきます。数十年の時代の変貌ぶりが、ここでも

見ることができますね。次ページからのロータリーデーの

記事と合わせてぜひ読んでみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

職業奉仕セミナー職業奉仕セミナー職業奉仕セミナー職業奉仕セミナー報告報告報告報告              下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員    

3 月 27 日（金）パレスホテル大

宮にて、職業奉仕夜話会が開催さ

れました。夜話会とは、参加者が

食事をしながら思いを語る場、聞く

場として設営されているものです。

今回は、国際ロータリーの理事を

されている北 清治氏がロータリー

の最新情報と職業奉仕を含む課題について講演をされ

ました。川口東 RC の隅内職業奉仕部門委員長から直接

お誘いを受けましたので、急きょ出かけてまいりましたが、

私のテーブルには井原ガバナーエレクトもおりまして大変

有意義な時間を過ごすことができました。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           折原会員折原会員折原会員折原会員    

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    18181818    22222222    2222    11110000    77770000.00.00.00.00%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                           折原会員折原会員折原会員折原会員    

廣井会長廣井会長廣井会長廣井会長：：：：    桜満開、いよいよ春です。 

折原折原折原折原((((正正正正))))会員会員会員会員：：：：    サムは今、京都に行っています。私は 4 日

～6 日で RYLA 研修の為、岩手県宮古市へ行ってきます。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    清水寺の桜も満開だそうです。サム一家の笑

顔が目に浮かびます。 

石井会員石井会員石井会員石井会員：：：：    昨日から新年度に入りました。気持ちを引き締

めて頑張りたいと思います。 

渋谷会員渋谷会員渋谷会員渋谷会員：：：：    4/5 は高野台さくら祭です。ぜひお越しくださ

い。    

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    権現堂の桜が満開です、3 日間の内にお花

見を！ 

田中田中田中田中会員会員会員会員：：：：    小柳会員雑誌紹介ありがとうございます。 

細井会員細井会員細井会員細井会員：：：：    やっとすごしやすい時期になりました。 

落合落合落合落合((((喜喜喜喜))))会員会員会員会員：：：：    どこに行っても桜が満開だ。いまがいちば

ん良い季節ですネ。 

渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）会員会員会員会員：：：：    むち打ちの治療で馬場会員の接骨院でお

世話になっています。 

長岡長岡長岡長岡会員会員会員会員：：：：    しばらくです。 

古谷幹事：古谷幹事：古谷幹事：古谷幹事：栗原会員：矢島会員：小柳会員：真中会員栗原会員：矢島会員：小柳会員：真中会員栗原会員：矢島会員：小柳会員：真中会員栗原会員：矢島会員：小柳会員：真中会員    

落合落合落合落合((((優優優優))))会員：戸賀崎会員会員：戸賀崎会員会員：戸賀崎会員会員：戸賀崎会員    

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 ９６７９６７９６７９６７，５００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    

＊＊＊ご協力ありがとうございました＊＊＊＊＊＊ご協力ありがとうございました＊＊＊＊＊＊ご協力ありがとうございました＊＊＊＊＊＊ご協力ありがとうございました＊＊＊    



第２２８５第２２８５第２２８５第２２８５回回回回    例会２０１５．４．９例会２０１５．４．９例会２０１５．４．９例会２０１５．４．９ 

4/9(4/9(4/9(4/9(木木木木))))～～～～10(10(10(10(金金金金))))あいさつ運動に振り替えあいさつ運動に振り替えあいさつ運動に振り替えあいさつ運動に振り替え    

    

    

    

    

    

杉戸小学校： 石塚会員・小川会員・茂田会員・中野会員・馬場会員・矢島会員 

第二小学校： 大作会員・小柳会員・関口会員・真中会員 

第三小学校： 新井（武）会員・折原（弥）会員・折原(正)会員・栗原会員・下津谷会員・戸賀崎会員・細井会員 

西小学校： 井上会員・折原（正）会員・加藤会員・平井会員・廣井会員・深瀬会員・古谷会員 

高野台小学校： 石井会員ご夫妻・渋谷会員・栗原会員・深瀬会員 

泉小学校： 下津谷会員・古谷会員・田中会員・渡辺（孝）会員 

会員の皆様、2 日間のあいさつ運動のご協力 

ありがとうございました!! 
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