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点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     渋谷会長    
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10101010 月月月月誕生祝誕生祝誕生祝誕生祝                                            落合（喜）親睦委員長 

  渡辺良一（17 日） 細井会員（22 日） 平井会員（29 日） 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                 渋谷渋谷渋谷渋谷会長会長会長会長    

 先日私の息子の 7 回忌がございまし

た。息子は交通事故で亡くなったので

すが、脳死状態で 1 週間過ごしました。

しばらくして、臓器移植のコーディネー

ターがやって来まして、今この状態で

移植提供できるのは、角膜と腎臓と皮

膚ですと言われました。突然の事ですが、家族親戚で話

し合いました。私と姉は、彼が生きていたことを尊重し、も

し他の人の役立つのであれば提供した方がいいのではと

思いましたが、他の全員は反対でした。私は姉と二人で

コーディネーターと話し合いましたが、そこで臓器提供と

いう現実を突き付けられることになりました。臓器提供は

簡単なことではありませんでした。まず故人との通常のお

別れはできません。家族にしては酷な現実が次々と待っ

ています。しかも、臓器提供しても手術がうまくいくという

保証はないのです。臓器提供に肯定的であった私達でさ

えためらってしまう現実がそこにはいくつもありました。 

これについては、人それぞれ考え方があると思います

が、こうして今私が思うのは、私は臓器提供カードを持ち

たくないということです。残された家族のために、家族に

判断してもらいたいと思います。家族にその決断をさせる

酷な状況をつくらないために臓器提供カードを作るという

考えもあります。しかし私は、残された家族の気持ちを尊

重し選択の自由を与えてもいいのではと思います。私も

実際どれが正しいのか分かりません。 

私はもうすぐ 50 歳になります。本屋

に行きますと「50 歳からの生き方」とか

「50 歳からの人生の楽しみ方」などが

多く並べられとても目につきます。どの

本にも「50 歳からの 10 年が大切だ」と

書かれていますが、ここにいる会員の多くが大先輩なの

で是非生の声を聞いてみたいと思います。 

※下津谷会員、大作会員、武井会員に 50 歳当時のお話

しをそれぞれ伺いました。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事 

 地区 RLI 委員会より、平成 27 年 11

月 28 日（土）市民会館おおみやに

て開催されるロータリー・リーダー

シップ研究会（RLI）パートⅡの案

内が届いております。各クラブ 1 名

～2 名の要請。 

 9 職業奉仕部門より、「卓話派遣のお願い」が届いて

おります。「これまで、職業奉仕月間は10月でしたが、

今年度より 1 月に変更になりました。1 月は新年でも

あり、卓話を設定するのも難しい場合が多いですが、

委員会には 9 名の様々な委員がおり、要請に応じて

卓話者を派遣していますので、卓話の設定をお願い

します」と書かれています。 

 職業奉仕部門より、職業奉

仕セミナー・夜話会の登録

を各クラブ 5 名程度お願い

しますと再度案内が来てお

ります。当クラブでは、すで

に 4 名の登録をしています

が、ご希望の方はまだ登

録ができますのでよろしく

お願い致します。 



理事会報告理事会報告理事会報告理事会報告                       石井エレクト石井エレクト石井エレクト石井エレクト    

11 月例会予定 

5 日 誕生祝い・公式訪問リハーサル、理事会 

12 日 11/15 地区大会に振り替え 

19 日 11/23 杉戸町音楽祭に振り替え 

26 日 ガバナー公式訪問 

� 11/3（火）産業祭バザーについて 

・バザー品寄付のお願い案内 

・バザー担当者： 田中会員 

・バザー品搬送、設営、値段付、販売、集計、撤収、 

備品、会員の協力をお願い 

・売上金を富岡市に寄付、 雨天中止の場合バザー

品は小学校寄付 

� 認知症サポーター養成講座について 90 分 

12:30 開始、14:00 終了予定 現在参加 18 名 （例会

セレモニーなし） 

� 次年度クラブプロフィール提出について  10/15 締

め切り 10/9 パスト会長会を開催後決定 

� 杉戸町音楽祭について 

・杉の子吹奏楽団が将来的にこの事業を引き継ぐこ

とを希望 

・杉の子に主催を移行することで、参加校が少なるこ

とが懸念される 

・参加校の減少を回避するため、段階を踏んで主催

を杉戸町教育委員会になるようにして杉の子吹奏楽

団に運営を引き継ぐ  

①継続的にカルスタ会場費無料・パンフレット作成費

用を助成してもらう→杉戸町 

②杉戸町教育委員会を共催にしてもらう→輪島教

育長に直接申請する 

③クラブ内にて企業協賛を募集、パンフレット裏面に

協賛企業の印刷 ※別紙見本あり 

④最終的には、主催:杉戸町教育委員会・杉の子吹

奏楽団 後援：杉戸ロータリークラブ 

クラブ内協賛募集 一口 10,000 円 

� その他 

・ライラ研修の申込 2016 年 4 月 2 日（土）～2 泊 3 日 

研修生\40,000 円朝霧高原 富士山ＹＭＣＡ グロー

バル・エコ・ヴィレッジ 締切 12 月末日 

・ソウル国際大会について 5/28（土）～6/1(水) ①3

泊コース②4 泊コース 10 月中に参加者を募集する

（登録料早割を適用させるため） 

留学生挨拶留学生挨拶留学生挨拶留学生挨拶                                                                                         リサ・ドゥイリサ・ドゥイリサ・ドゥイリサ・ドゥイさんさんさんさん    

こんにちは、私が日本に来て 1 か月

経ちました。日本とドイツでは違う所が

たくさんあり興味深いです。先々週私と

クリスティーナは、渋谷に行こうとしまし

たが新宿に着いてしまいました（笑）。 

先週は、ホストファミリーと日光に行き東照宮と日光江

戸村を訪れました。日光はとても美しかったです。また日

曜日には、レベッカと相撲を観戦しました。学校は、日本

語がまだ慣れていないのでとても疲れます（笑）。しかしク

ラスや部活動は楽しいです。日本での生活をとても楽し

んでいます。 

カウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラー代理代理代理代理報告報告報告報告                                                              渋谷会長渋谷会長渋谷会長渋谷会長    

リサは、今高倉家にお世話

になっておりますが、今月 4 日

から春日部で塾を経営している

黒田家に来年 1 月まで 4 か月

間お世話になります。住まいは

野田市関宿になりますが、通学には不便な所にあります。

これから日没が早くなるので、ホストファミリーに送迎を頼

みますが、不在の時には、こちらで車を出さなければなら

ない場合があります。会員の皆様にはご協力をお願いす

ることがあるかもしれませんがよろしくお願いします。 

リサは、ダンス部（チアリーディング・ヒップホップ）に所属

し、地区では週 2 回日本語教室で勉強をしています。 

米山記念奨学会寄付表彰米山記念奨学会寄付表彰米山記念奨学会寄付表彰米山記念奨学会寄付表彰                                                         

米山記念奨学会特別寄付に

ついて、小柳会員の第4回マル

チプル表彰が届きましたので授

与致します。 

雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介                                                                                                              真中会員真中会員真中会員真中会員        

今月は、まず横欄 P.8「クラブの危機

を救った握手」をご紹介します。福井フ

ェニックス RC のこの方は、ご自分が会

長年度の時に、ある公演会に出席しま

した。演題は「握手をすれば売上は 10

倍伸びる」です。これを自分のクラブに取り入れたところ

大変な効果があったということです。早目に例会場へ行

き会場の前に立って会員たちを出迎え「ようこそ、こんに

ちは」と握手を実行しました。そして、例会が始まる前に

会員同士でも握手をしてもらいました。案の定、皆さんは

怪訝な顔をしていましたが、「忍」の一文字で続けたところ、



3ヵ月もすると皆も慣れて自然に行えるようになったそうで

す。例会の雰囲気も明るくなり会員増強にもつながったと

書かれていますので、是非読んでみてください。 

そして、縦欄の P.14～15 春日部

イブニングの安田みどりさんの投稿

が載っておりますのでご覧ください。

5 月 30 日から 1 泊 2 日で山形県を

旅行し鶴岡南 RC の 1000 回例会に

出席されたそうです。春日部イブニ

ングは 10 年ほど前から友好クラブを探していて今回、藤

川パストガバナーの紹介でこのクラブと友好クラブの調印

を迎えたそうです。調印にあたって藤川 PG が「戦時下に

おいても名を変えて活動を続けてきたロータリー、今後も

この遺賢の集いを広げましょう」とスピーチされました。こ

の『遺賢（いけん）』とは、才覚を有しながら、民間に埋も

れている人」と言う意味なのだそうです。私も久しぶりに

広辞苑を引っぱり出して調べてみました。 

山形県鶴岡は有名な観光地で、羽黒山、湯殿山、月山

の出羽三山民謡でも有名です。安田さんは、きっと謙遜し

て「私達のクラブのある春日部は、海もない山もない首都

圏の小都市で、日常生活の中では自然に接する機会が

ありません。」と言っていますが、「杉戸町は海もないし山

もない観光するところもなにもないけど、地震の津波も来

なければ、台風の土砂災害もない、住むには一番いい

ね。」と近所の奥さんが立ち話で言っているのを聞きまし

た。私もそう思います。ときどき自然を楽しみに海や山に

出かけるのがちょうどいいのです。ということで、今月 10

月 21 日（水）日帰り親睦バス旅行があります。まだ人数

に余裕がありますので、是非皆さん参加して、杉戸にな

い自然を楽しみに行きましょう。 

次に、P.18 卓話の泉「パンのいわれ」をご覧ください。

「パンとは、基本、穀物を粉砕したものに、水を加えて焼

いたものです。」とあります。昔は、欧米でも白いふっくら

としたパンは高級品で、貴族など金持ちの食事でしたとあ

ります。ところで、先日 TV で固くなったパンの再生法をや

っていたのでご紹介します。固くなった食パンに麦茶を霧

吹きに入れて吹きかけからオーブントースターで焼くと、

焼きたての食パンにもどるそうです。しかし、私は、米食

で基本パンは食べません（笑）、なので試してません。 

次に P.24～25 ロータリアットワークをご覧ください。「創立

50 周年記念で街道の案内板寄贈」（鳩ヶ谷 RC）がありま

す。来年で杉戸宿も開宿 400 年ということで色々準備が

進んでおります。まち歩きをしながら、杉戸宿の史跡の案

内や歴史など、杉戸宿の魅力を説明する「杉戸宿案内人

の会」をご存じでしょうか。杉戸に住んでいても恐らく皆さ

んが知らないことがたくさんあります。来年の開宿 400 年

に向けて古谷町長も大変力を入れております。是非杉戸

町も頑張ってほしいと思います。 

 最後になりましたが、P.25 に 4 月の新学期に行われた

「ロータリーから広げようあいさつの輪」が載っております

のでご一読ください。 

第第第第 6666 グループゴルフにグループゴルフにグループゴルフにグループゴルフについてついてついてついて                      折原（弥）折原（弥）折原（弥）折原（弥）会員会員会員会員        

もうすでにご案内が行って

いると思いますが、11 月 9 日

（月）フレンドシップ CC にてチ

ャリティゴルフが開催されます。

年々登録者が少なくなってお

りますので、ゴルフをされる方は是非ともご参加ください。 

卓話卓話卓話卓話                                                                                                                  落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員        

1 年の中でも、秋は過ごしや

すい時期で、読書の秋、スポ

ーツの秋、芸術の秋、などと言

われ、何をするのも清々しい季

節です。また秋は、稲刈り、山

では栗、畑では梨やブドウ、果実も収穫され実りの秋、食

欲の秋と言われ、「天高く馬肥ゆる秋」ということわざもあ

ります。秋分の日は、ご存じのとおり、昼と夜の長さが同

じです。また祝日として祖先を敬い亡くなった人を偲ぶ日

でもあります。春彼岸は、 毎年 3 月の春分の日をはさん

で前後 3 日、秋彼岸は、毎年 9 月の秋分の日をはさんで

前後 3 日の各 7 日間です。 

日本には四季があり、節句などで季節に意味をもたら

しています。自然環境や生活様式が変わるにつれて、世

の中は、せわしなくなってきていますが、少し意識を向け

れば、虫の声も聞こえ、草花では彼岸花とかコスモスとか

秋の風情を感じることができます。今権現堂のさくら土手

で、すばらしく彼岸花が咲いています。コスモスは北川辺

とか、大利根とか、鴻巣の土手の下とかに咲いています。

季節の潤いを味わいま

しょう。それぞれ工夫を

して、1 年に深みを持た

せて日々を活力の源に

していきましょう。 

 



先週お話しましたアミノインデックス検査について今日

はチラシを持ってきましたので、興味のある方はお持ちく

ださい。この検査は、血液のアミノ酸濃度を測定して分析

して癌の可能性を見つけ出す検査です。一般的に健康

診断でやる血液検査と違い、アミノインデックス検査は診

断結果に１か月かかります。まだ検査機関が少ないので

すが、内視鏡などのように辛い思いをしなくて検査ができ

るのと、複数の癌の検査が早期に発見できるので大変優

れた検査だと思います。 

10 月 21 日（水）の親睦バス

旅行ですが、今日現在 23名～

25 名の登録になっています。

大型バスでまだまだ余裕があ

りますので今からでも都合が

つきましたらご連絡ください。

ダックツアーは、先日の大雨で

ダムに入る道路が崩れてしま

い、残念ながら 10 月 21 日まで

に間に合うか分かりません。水陸両用バスはでも少ない

のでこの機会に是非体験してください。 

コースのご案内 

出発（7:45）→東北自動車道経由（休憩）→今市 I・C

（9:00）→鬼怒川温泉郷（9:30）→川治温泉郷（10:00）→湯

西川道の駅（10:30）ダックツアー乗車（10:50）→湯西川温

泉郷（昼食13:00～）→ 平家の里見学（14:00）→日塩もみ

じライン道経由（15:00）→矢板リンゴ狩（16:00）→出発地

着（19:00 頃） 

報告事項報告事項報告事項報告事項                                                                                                              関口会員関口会員関口会員関口会員        

8 月頃に国際ロータリーから、RI 会長代理をしないかと

打診がありました。RI 会長代理は、20％は会長が決める

のですが、80％は理事が決めます。そこでこの度、福島

の地区大会で RI 会長代理を務めることになりました。杉

戸 RC の会員の皆様もどうぞというお誘いでしたが、残念

ながら第 2770 地区の地区大会と同じ日になってしまいま

した。皆さんは 2770 の地区大会を優先してください。 

RI 会長代理は、RI 会長と同じ待遇になります。二度と

あることではありませ

んから、恥をかかない

よう（笑）何度か打ち

合わせに行ってきた

いと思います。 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           落合落合落合落合会員会員会員会員    

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    

33338888    11119999    19191919    0000    9999    73.6873.6873.6873.68%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                           落合落合落合落合会員会員会員会員    

渋谷渋谷渋谷渋谷会長：会長：会長：会長：    今日から 10 月です。早くも年度 3 ヵ月が過ぎま

した。残り 9 か月よろしくお願いします。 

折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事：：：：    早いもので、もう 10 月です。年々時間が過ぎる

スピードがはやくなります。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    10 月 1 日は日本酒の日です。「白玉の 歯にし

みとおる 秋の夜の 酒は静かに 飲むべかりけり」 

落合落合落合落合（喜）（喜）（喜）（喜）会員会員会員会員：：：：    日帰り旅行参加者が少なく残念です。今

日現在で 23 名位です。今からでも遅くないので出席出来

る方は是非お願いします。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    先日、加藤さんとプライベートゴルフに行きまし

た。コテンパンにやられてしまいました。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    杉今日は「日本酒の日」だとか、秋には日本酒

が合いますね。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    水没した愛車のかわりとして細井さんに大変

程度の良い同じ車種の車を見つけて頂きありがとう。 

武井武井武井武井会員会員会員会員：：：：    参拝旅行で九州へ行って来ました。 

渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）会員会員会員会員：：：：    本日は早退させていただきます。 

大作会員大作会員大作会員大作会員：：：：    フォルクスワーゲン残念ですね。庶民が乗れる

外車の代表格ですのに。 

田中会員田中会員田中会員田中会員：：：：    真中会員、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：：：：    参 9 月 28 日谷川岳に行きロープウエイで頂上

まで行って来ました。上の方は少し紅葉してましてとても

よかったです。 

石井会員石井会員石井会員石井会員：：：：    早いもので今年も 10 月に入りました。いよいよ

行楽シーズン到来です。又今月は、マイナンバーが通知

されます。多忙な月です。 

折原（弥）会員：戸賀崎会員：小柳折原（弥）会員：戸賀崎会員：小柳折原（弥）会員：戸賀崎会員：小柳折原（弥）会員：戸賀崎会員：小柳会員：渡辺（嘉）会員：渡辺（嘉）会員：渡辺（嘉）会員：渡辺（嘉）会員：会員：会員：会員：    

真中真中真中真中会員：会員：会員：会員：篠原会員篠原会員篠原会員篠原会員    

本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル    

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 ２７２７２７２７，０，０，０，０００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 ２８３２８３２８３２８３，０００，０００，０００，０００円円円円 

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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