
   
    

 

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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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                         

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介 

川口モーニング RC  工藤 篤志様    

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    

 今週はゴールデンウィーク明け直後の

例会ですが、皆様お疲れではないでしょ

うか。私は家族を連れて原宿に行って

参りました。原宿といえば、ひと昔前で

は、芸能人の店がひしめいていました

が、今ではそのような店もなくファッション関係の店ばかり

です。うちの娘は、背が低いので、着られるような服は殆

どなく見るだけでしたが、人気のある店ではレジに行列が

できていました。外にまで人が並んでいる店は大体クレ

ープやポップコーン等食べ物の店ですね。私達も 5 月 3

日にオープンしたシュークリーム専門店「クロッカンシュー 

ザクザク」に並びましたが、暑さのせいもありますがメイン

のシュークリームがあまりにもまずいので、皆アイスクリ

ームを買っていました（笑）。色々な店がありましたが、シ

ョッピングモールに行けば似たような店が入っているので

わざわざ原宿に行かなくても・・・と正直思いました。 

皆様は「スイーツパラダイス」

をご存じでしょうか。お菓子と軽

食の食べ放題の店です。都内

を中心に店舗がありますが、埼

玉では大宮の丸井にもあります。

原宿では何十分も待ちますが大宮では普通には入れま

すね。また「ばくだん焼本舗」という大きなたこ焼きの専門

店がありこの店も大行列でしたが、東武動物公園に類似

店がありこれも並ばずに買うことができます（笑）。 

 それにしても人が集まるところというのは人を呼ぶもの

ですね。人が沢山並んでいる店は、なんとなく美味しいも

のだと思ってしまいます。原宿のマリオンクレープも一時

大人気でしたが、店舗も増え今ではどこでもすぐに買えま

す。しかし相変わらず原宿だけは買うのが大変ですね。

原宿というのはどうしてか人が集まり並んでしまう不思議

な街です。ロータリーや他の団体も同じかもしれません。

勢いのあるクラブは、何か魅力があるのだろうと人が引き

寄せられ、ますます集まるのだろうと思います。 

5 月 3 日（日）に庄和 RC

の大凧例会に参加して参

りました。今年の濱野ガバ

ナーは本当に「持っている

人」だなあと思いましたね。

ガバナー凧を 1 回目フライ

ングで揚げてしまい警察官が飛んできて慌てて下ろさな

ければならなかったのですが、下ろす時にどうしてもダメ

ージがあり 2 回目は揚がらないものなのだそうです。しか

し 2 回目もきっちり高々と揚がり、大凧も小凧もすべて上

手く揚がりました。私の記憶だとこんなことはめったにあり

ません。人生山あり谷ありですが、ここぞという時に力が

発揮できるというのは素晴らし事だと思います。 

5 月に入り私の任期も残り 2 か月となりましたが、先日

の例会でガバナーに「あと 2 か月もあるんだよ」と諭され

ました。まだ 2 か月もありますが（笑）最後までどうぞよろ

しくお願い致します。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                折原副幹事折原副幹事折原副幹事折原副幹事 

 杉戸町国際交流協会より、平成 27

年5月31日(日)10:00～杉戸町役場

第二庁舎 2 階第 1・第 2 会議室にて

開催される「定期総会」の案内が届

いております。 



 杉戸町観光協会・古利根川流灯祭り実行委員会よ

り、「第 1 回実行委員会開催」の案内が届いておりま

す。 

 青少年奉仕部門より、今年度 RYLA 研修会の研修

生派遣のお礼状が届いております。 

理事会報告理事会報告理事会報告理事会報告                       折原副幹事折原副幹事折原副幹事折原副幹事    

6 月例会予定 

7 日 誕生祝い・雑誌紹介 

14 日 未定 

21 日 委員会実績報告・協議会 

28 日 親睦旅行に振り替え 

� 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～ 

4 月：各学校へ開催案内状送付済み 

5 月：各学校に訪問あいさつ    

    音楽祭参加の是非を確認⇒エレクト・実行委員長 

    音楽祭予算案：別紙参照 ⇒承認 

� 杉戸 RC 創立 45 周年事業について 

地区事務所に周年事業予定表を提出(5/31) 

⇒平成 28 年 3 月 31 日(木)周年記念夜間例会 

� 6 月親睦旅行・ゴルフついて 

6 月 28 日（日）～29 日（月）鬼怒川方面・現地集合 

� その他 

・さいたま大空 RC チャリティ

コンサートチケット 10枚（1枚

3.000 円）購入開催日：平成

27 年 11 月 23 日（月・祝）

12:00～ 

※購入希望者は、事務局ま

でお知らせください。 

・MY ROTARY の登録推進者設置について（5/15 締

め切り）⇒ 栗原会員 

・ネパール地震被害 緊急支援金について（5/25 締

め切り）⇒ 40,000 円送金 

・ローテックス卓話者について⇒調整中 

・田沼書店 図書寄贈請求（下半期）331,992 円 ⇒ 

スマイルより 5 月支払 

・例会用 PC 対応 Bluetooth スピーカー購入につい

て⇒ 承認 

・（春日部・春日部西・杉戸）3 クラブ合同留学生を送

る会、平成 28 年 6 月 12 日（金）パルフェにて開催予

定 詳細は留学生と要相談 後日案内。 

お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶          川口モーニング川口モーニング川口モーニング川口モーニング RCRCRCRC 工藤工藤工藤工藤    篤志様篤志様篤志様篤志様    

私は、川口モーニング RC のメンバー

ですが、さいたま市の大宮区で行政書

士をしています。行政書士と申しまして

も幅広いのですが、私は主に事業承継

や会社の合併という企業法務、会社設

立といった起業も専門とさせて頂いております。 

私は地区では、米山記念奨学部門に出向させて頂い

ていますが、委員会の中では、杉戸 RC の栗原会員、渋

谷会員、関口 PG には大変懇意にして頂いておりますの

で是非とも例会にお伺いしたいと常々思っておりました。

そんな折 4 月から杉戸町役場の消費生活センターの専

門相談員として週 2 回勤務させて頂くことになりました。 

消費生活センターとは、消費者と事業者の間にトラブ

ルがあった時に間に立って解決する公的機関です。また、

皆様のように地位やお金をお持ちの方々は、詐欺事件に

巻き込まれることが多くなっております。くれぐれも振り込

め詐欺などには気をつけて頂きたいと思います。被害に

遭わないのが一番ですが、万が一被害に遭ってしまった

り、不明なことや不安なことがございましたら杉戸町消費

者センターまでご一報いただければと思います。私がお

手伝いさせて頂きます。 

 本日は、念願の杉戸 RC にメイキャップすることができ

嬉しく思います。どうぞよろ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）                                              関口関口関口関口会員会員会員会員    

本日は小柳会員から欠席の連絡が

あり雑誌紹介をすることになりました。 

この「ロータリーの友」には、RI 指定

記事である RI 会長メッセージを必ず載

せなければなりません。今月は、来月

サンパウロで開催される国際大会について書かれていま

す。来月 6 月 6 日から 9 日の国際大会には、私ども夫妻

と田中会員夫妻が、命と金と暇をかけて行って参ります

（笑）。せっかく命がけで行きますので 3 日から出発してア

ルゼンチンとブラジルにまたがる世界最大の滝であるイ

グアスの滝、インカ帝国の遺跡マチュピチュ、ナスカの地

上絵を見てきたいと思います。高地なので体調に不安が

ありますが 15 日に戻ってくる予定です。 

次に特集記事である「ポリオ撲滅活動の最新事情」を

ご覧ください。ポリオ撲滅は 1980 年代フィリピンで始まり

ロータリー100 周年である 2005 年で終結しようとました。



私がガバナーであった 2002-03

年でターミネート（終結）し 3 年間

発症しなければ2005年に根絶さ

れたと言っていいだろうとことで

したが、今になってもなお続いて

います。ポリオ撲滅は大変難し

いですね。 

ポリオ常在国であるパキスタンでは、オサマ・ビンラデ

ィン容疑者を追跡するために、米中央情報局（ＣＩＡ）がポ

リオワクチン接種と称して同容疑者の家族らのＤＮＡサン

プルを採取したことなどから、ワクチン接種への不信感が

高まりました。またナイジェリアの一部では、不妊症とエイ

ズをまん延させる米国の陰謀であると接種をボイコットし I

逮捕者が出て話題にな

りましたね。ロータリー最

大の事業であるポリオ撲

滅ではありますが、完全

な撲滅というのは大変難

しいことだと思います。 

次に P12「拓け、若者の未来を」をご覧ください。全国に

は、独自に奨学金制度を持ち、運営してきたクラブが多く

あります。留学生の派遣や受け入れ、地域で学ぶ学生を

支援しているクラブが載っています。かつては、経済的に

苦しい家庭の子女を援助する趣旨でしたが、今では有用

な人材の育成という方向に変わっているそうです。是非ご

覧になってください。 

P18 ではロータリーデーの記事が載っています。杉戸

RC では、先月号でしたか「杉戸町音楽祭」の記事が栗原

会員の見事な文章で載っていましたね。先日の「あいさつ

運動」などもロータリーアットワークに載せるといいと思い

ます。 

次に P28「第 36 回バギオ訪問団に参加して 忘れては

ならないシスター海野の思い」をご覧ください。比国育英

会バギオ基金というのがあります。冷凍機メーカー・前川

製作所の前川正雄さんが私の時のガバナー会の議長を

しておりました。その方のお父様（前川喜作）は、昭和 30

年男子大学生のために文京区目白台に 7,000 坪の敷地

で日常の共同生活を通じ社

会人としての知性と徳性を

備えた人材を育成するため

の学生寮である「和敬塾」を

設立しました。大変有名な

寮ですが、加藤会員がその寮の出身だと聞いて驚きまし

たね。その前川さんが始めたのがバギオ基金です。 

太平洋戦争後、日系フィリピン人は日本軍に協力した

ことで現地住民の迫害を受けバギオ山中に逃げ込んで

生活をしていました。それをバギオに赴任したシスター海

野が知り、自ら山中に分け入り一人一人救出し教育を施

そうと尽力したという話です。これもよかったら読んでみて

ください。 

そして P30「ロータリーカードでポリオ撲滅に貢献！」 

をご覧ください。このカードは、私のガバナー年度から 

始まりました。ゴールドカードは年会費 15,000 円かかりま

すが、通常カードは年会費かかりません。利用金額の

0.3％が、ポリオの活動資金として自動的に充てられます

ので入って頂ければと思います。 

次に P33 をご覧ください。「第 13 回日韓親善会議への

お誘い」をご覧ください。平成 27 年 9 月 4 日グランドプリ

ンスホテル新高輪で開催されます。昨年は韓国で開催さ

れました。第 2770 地区は、韓国の第 3750 地区（スウォ

ン・アニャン）と友好地区であります。私も何度か日韓親

善会議に参加をしていますが、今回は東京なので大勢に

参加をして頂きたいと思います。また、2016 年 5 月 28 日

からソウルで世界大会が開催されます。次のガバナーが

越谷南の浅水尚伸さんです。来年はこの世界大会は親

睦旅行として大勢の方に参加して頂きたいと思います。 

� P39「ロータリーの友月間」新設 

� P41「ROTARY 掲示板」 

� P62「川柳で詠む財団寄付」 

� P68「わがまち・・・そしてロータリー」 

地区協議会報告地区協議会報告地区協議会報告地区協議会報告                                          下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員    

先日の地区協議会では社会奉仕部

門に参加致しました。地域社会で奉仕

活動を活発に行うことは、ロータリーク

ラブを広く知らしめることになりそこか

ら賛同して頂ける方にロータリアンに

なってもらうということが理想でもあり

ます。「地域と共に歩む社会奉仕」をテーマに積極的に地

域社会に貢献してほしいと大杉部門委員長から話があり

ました。 

そして地域社会奉仕委員長からは、小柳会員の事業

所「ウム・ヴェルト」で協力して頂いているペットボトルキャ

ップ収集ですが、これも積極的に行ってほしいという事で

した。ただし遺物の混入には充分注意をしてください。 



ブライダル委員長か

らは、各クラブから 5 名

の対象者を推薦してほ

しいということです。 

「少子高齢化」に取り

組むことでブライダル委

員会の活動も地域社会に認知されるでしょう。そしてロー

タリーの存在感を高めてほしいということです。 

 

 

 

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    

33339999    20202020    19191919    1111    11112222    82.0582.0582.0582.05%%%%    

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：    あと 2 か月まだまだ頑張りますので宜しくお願

いします。 

工藤篤志工藤篤志工藤篤志工藤篤志様様様様：：：：    本日はお世話になります。宜しくお願いしす。 

折原折原折原折原会員会員会員会員：：：：    暑いですね。5 月ですが夏のようです。 

石井会員石井会員石井会員石井会員：：：：    昨日でゴールデンウィークが終わりました。皆

様いかがお過ごしでしたか。因みに私は年中無休です。 

 

加藤会員加藤会員加藤会員加藤会員：：：：    沖縄の海はきれいでした。魚

は大物は釣れませんでしたが楽しみまし

た。 

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：    良い季節となりました。 

戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員：：：：    誕生日に例会があるなんてラッキー!!! 

落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員：：：：    箱根の大涌谷が心配ですネ。いつ御嶽山

のような大爆発が有るか解らない。それと黒タマゴが食べ

られなくなるかナーと残念だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年でロータリー歴 32 年になりますが、熱を持ってロ

ータリー活動ができたのは、全般の 3 分の 1 くらいでしょ

うか。先輩と喧嘩したりしましたが今でもこうして会員でい

るのはやはりロータリーが好きなんでしょうね。 

歳を取ってくると地区の研修に行ってもあまり感動がな

くなってしまいます。また新しいことを吸収しようとしてもな

かなか頭に入ってこないので困ります。それでもまた新し

い活動や友人をつくり楽しんでいきたいと思います。 

 

 

 

武井会員武井会員武井会員武井会員：：：：    川口モーニング工藤さんようこそ。先日のチャリ

ティゴルフで当杉戸クラブの 4 名がお世話になりました。 

大作会員大作会員大作会員大作会員：：：：    箱根では黒タマゴが食べられません。白いので

いいのでしょうか。中身は同じみたい。 

田中田中田中田中会員会員会員会員：：：：    本日もお世話になります。 

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    休み中は孫と谷中湖などに行って楽しく過ご

し又しっかりウォーキングしリフレッシュしました。 

渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員：：：：    本日は理事会のみの出席です。 

矢島会員：栗原会員矢島会員：栗原会員矢島会員：栗原会員矢島会員：栗原会員：：：：    お客様ようこそ。 

関口会員関口会員関口会員関口会員：折原（弥）会員：馬場会員：渡辺（嘉）会員：折原（弥）会員：馬場会員：渡辺（嘉）会員：折原（弥）会員：馬場会員：渡辺（嘉）会員：折原（弥）会員：馬場会員：渡辺（嘉）会員    

古谷会員：渡辺（良）会員：長岡会員古谷会員：渡辺（良）会員：長岡会員古谷会員：渡辺（良）会員：長岡会員古谷会員：渡辺（良）会員：長岡会員    

4/304/304/304/30 夜間例会（高橋屋）スマイル夜間例会（高橋屋）スマイル夜間例会（高橋屋）スマイル夜間例会（高橋屋）スマイル    

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 ３３，５３３，５３３，５３３，５００円００円００円００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 １，０２６，５１，０２６，５１，０２６，５１，０２６，５００円００円００円００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    

本日の本日の本日の本日のスマイルスマイルスマイルスマイル    

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 ３１，５３１，５３１，５３１，５００円００円００円００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 １，０５８１，０５８１，０５８１，０５８，０，０，０，０００円００円００円００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    
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