
   
    

 

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                                                                                     渋谷会長    

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                                                                                我等の生業    

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 

お客様お客様お客様お客様紹介紹介紹介紹介                                             

  春日部南 RC 会長 渡辺 良一様 

社会奉仕委員長 鈴木 勝敏様 

米山奨学生 谷 雨様 

（杉戸 RC 米山奨学生）康 鎮凡君 

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 RLI（ロータリーリーダーシップ

研究会）に参加致しまして、どうして

ロータリーを続けているのかという質

問を受けました。私は、「ロータリー

の諸先輩たちのように年齢を重ねて

もいい意味でギラギラした大人にな

りたい、そのような人生を送りたい。」と答えました。当クラ

ブにも私が目指しているような先輩方が多くおりますので、

これからも見習わせて頂きたいと思います。 

 ところで今週は、新聞 TV など 2015 年ノーベル賞発表で

もちきりになっていますね。5 日には生理学・医学賞に大

村智・北里大学特別栄誉教授が、寄生虫やマラリアなど

に関する研究で受賞し、6 日には物理学賞に梶田隆章・

東京大学宇宙線研究所所長が物質の最小単位である素

粒子の一つ、ニュートリノに重さ（質量）があるのを初めて

確認し、これまでの素粒子物理学の常識を覆し、宇宙や

物質が誕生した謎の解明に迫る業績が評価され受賞し

ました。このように 2 日続けての朗報に日本中が沸いた 1

週間だと思います。 

 先日、関口パストと折原幹事と私とで春日部 RC にお

じゃまいたしました。そこで、寺門会長が、ロータリーのポ

リオ撲滅まであと少しということから、ポリオ撲滅が達成さ

れた時には、団体としてノーベル平和賞を頂けたらと言う

話をしておりました。ロータリーの認知度は、日本でもま

だまだですが、もしノーベル賞を頂けたら今までのロータ

リーの様々な素晴らしい活動を知って頂けるチャンスだと

思います。 

 9 月 21 日は、国連が定めた「国際平和デー」です。ロー

タリーの目的の 4 番項に「奉仕の理念で結ばれた職業人

が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和

を推進すること。」とありますが、ロータリーは毎年、世界

各地の大学に設置されたロータリー平和センターで、平

和と紛争解決の分野の修士号または専門能力開発修了

証を取得するための奨学金を提供しています。このフェロ

ーシップで留学する人はフェローと呼ばれ、プログラムを

卒業した元フェローは 900 名に上ります。フェローの多く

が、平和構築の第一線で活躍しています。世界 5 か国の

大学にある大学の一つは日本の国際基督教大学です。

他に、アメリカ、米国、英国、オーストラリア、スエーデン

にあります。 

 10 月 24 日は、「世界ポ

リオデー」です。現在ポリ

オ常在国は、パキスタン、

アフガニスタン、ナイジェ

リアの 3 カ国といわれており、あと少しでポリオウイルスを

地球上から根絶できると言われています。しかし、他の 2

カ国が発症者数を減らしているのに対し、パキスタンでは

爆発的に増え、その数は昨年同月比の約 5 倍にものぼり

ます。一部地域でワクチン接種が拒絶されたためです。 

本日は、米山奨学部門より奨学生の谷 雨さんに来て

頂いております。私は昨年度まで米山奨学委員をしとい

ておりましたので彼女の入学式の時は参加させて頂きま

した。本日は、卓話を楽しみにしておりますので、よろしく

お願い致します。 



RLIRLIRLIRLI 終了証書授与終了証書授与終了証書授与終了証書授与                                                         

    

    

    

    

    

    

栗原偉憲会員              渋谷忠明会長 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        折原幹折原幹折原幹折原幹事事事事 

 春日部南 RC より、11 月 7 日（土）8 日（日）春日部市

営牛島球場で開催される第19回春日部市内高等学

校野球大会の案内が届いております。 

 職業奉仕部門より、10 月 16 日（金）12:30 より開催さ

れる職業奉仕セミナー&プレミアム夜話会の案内が

再度届いております。登録締切が延長されましたの

でより多くの出席をお願い致しますと書かれておりま

す。希望者は事務局までお願いします。 

 10 月 21 日（水）秋の日帰りバス旅行の申込をまだ受

け付けております。会員 8,000 円、ご夫人 6,000 円で

す。大勢の参加をお待ちしております。尚、参加費を

本日より受付けております。 

お客様お客様お客様お客様挨拶挨拶挨拶挨拶                             春日部南春日部南春日部南春日部南 RC RC RC RC 会長会長会長会長    渡辺渡辺渡辺渡辺    良一様良一様良一様良一様    

社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会    鈴木鈴木鈴木鈴木    勝敏様勝敏様勝敏様勝敏様    

春日部ロータリークラブ

会長の渡辺です。本日は、

昨日亡くなりました当クラ

ブ 長岡良明会員の訃報

にあたり、黙祷をして頂き

有難うございます。 

本日は、先程の幹事報告でもご案内いただきました 11

月 7 日（土）8 日（日）春日部市営牛島球場で開催される

「第 19 回春日部市内高等学校野球大会」のご案内と協

賛金のお願いに参りました。この大会は、青少年の健全

育成を目標とし春日部市の高校野球球児の親睦と融和

を図り、国際社会に有為な形成者となる子室を育成する

ことを目的としておりま

す。今年で 19 回となる

恒例の大会に毎年協

賛を頂きありがとうござ

います。本日も是非と

も大勢の方々の協賛を

宜しくお願い致します。 

報告報告報告報告事項事項事項事項                                                                                  杉戸町杉戸町杉戸町杉戸町    古谷町長古谷町長古谷町長古谷町長    

10 月 9 日（金）13:30 より広島中学校

校庭にて、「すけーど・ストレイト」教育

技法による自転車交通安全教室が開

催されます。「スケアード・ストレイト（恐

怖の直視）教育技法」とは、学習者に

「恐れ」を体感させることにより、社会通念上望ましくない

行為を自主的に行わせないにする教育技法です。これを

交通安全教育に適用し、「ヒャッと・ハッと」する場面を体

験させることを通じて、交通安全意識を高め、自転車事

故を未然に防ぐことを目指しています。時間のある方は

是非ご参加ください。 

そして、10 月 11 日（日）杉戸第二小学校にて第 35 回

町民体育祭が行われます。誰でも参加できる種目がたく

さんあります。ご家族や地域の交流を深める場として是

非参加してください。 

本日は『赤い羽根共同募金』をお願いします。共同募

金は、地域ごとの使い道や集める額を事前に定めて、募

金を募る仕組みです。これを「計画募金」と呼びます。 

地域で集めた募金は、集めた地域で使われています。 

集まった募金の70％は、募金をいただいた地域で使われ

残りの 30％は、みなさんの住んでいる市区町村を超えた

広域的な課題を解

決するための活動

に、都道府県の範

囲内で使われてい

ます。本日は一人

1000 円募金を宜し

くお願い致します。 

米山奨学生報告米山奨学生報告米山奨学生報告米山奨学生報告                                                                                  康康康康    鎮凡君鎮凡君鎮凡君鎮凡君    

 今月無事に自動車教習所を

卒業し、月曜日に免許センタ

ーで免許書を受け取ることが

できました。合宿所で免許を

取りましたがそこで群馬県の

関東学園の米山奨学生の中国人と偶然に会いました。

米山奨学会のお世話になっている中国人は本当にたくさ

んいるとあらためて思いました。車の免許は、18 日で取り

ましたが、車の運転をするということは、簡単なことでは

ありません。命にかかわる大変なことです。運転をすると

きには、事故を起こしたり、事故に遭わないよう気を引き

締めなければならないと思っています。 



米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生卓話卓話卓話卓話                                                          谷谷谷谷    雨（コク雨（コク雨（コク雨（コク    ウ）様ウ）様ウ）様ウ）様    

杉戸 RC の皆さま、米山奨

学生の谷 雨（コク ウ）と申し

ます。世話クラブは浦和北東

RC です。奨学生としての卓

話は、今回で 2 回目になりま

す。この間しばらく中国に帰国していたので、少し日本語

を忘れてしまいました。今日はすごく緊張していますが頑

張りますのでどうぞよろしくお願い致します。 

自己紹介 

姓名： 谷雨（コク ウ） ☛穀雨 ☛４月２０日前後 

出生地： 中国 遼寧省 大連市 ☛臨海都市 

民族： 漢族 ☛５６個 ☛５５個少数民族 

家庭： ４人家族 ☛父（震）、母、妹（雪）、私（雨） 

私の家族の名前は自然家族 

性格： 知らない人に☛静か、丁寧   

知り合い人に☛ユーモア、明るい 

長所： 自分の可能性を限定せず目標に向け努力  

☛当然 髪も足も( ´▽｀) 

短所： 日本語 ☛下手！ 

趣味： 読書 ☛小説 

経歴： 幼稚園、小学校、中学校、高校（19 年間中国） 

      日本語学校（5 年間日本）、 

大学： 東京理科大学 経済学部 久喜キャンパス 

      卒業研究、日系企業の中国進出成功要因の分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の生活や留学生活は、とても大変でした。奨学生に

なる前は、生活の為にアルバイトをかけ持ちしていて勉

強との両立がとても大変でした。しかし、米山奨学生にな

ってからはアルバイトをすべてやめて勉強に集中すること

ができます。また、日本の文化を知る余裕もできました。

本当にありがとうございました。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           武井武井武井武井会員会員会員会員    

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    11117777    21212121    0000    11111111    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                                                           武井武井武井武井会員会員会員会員    

渡辺良一様渡辺良一様渡辺良一様渡辺良一様：：：：    本日は貴重なお時間を頂きありがとうござい

ます。第 19 回となります「春日部市内高校野球大会を皆

様で見に来ていただけたら幸いです。 

鈴木勝敏様鈴木勝敏様鈴木勝敏様鈴木勝敏様：：：：    本日は貴重なお時間をいただきましてありが

とうございます。春日部市内高校野球大会の協賛のお願

いに参りました。勝手なお願いで申し訳ありません。何卒

よろしくご協力の程お願い致します。    

渋谷渋谷渋谷渋谷会長：会長：会長：会長：    今春日部南 RC 渡辺会長、鈴木委員長ようこそ

お越しくださいました。米山奨学生、谷 雨さん卓話ありが

とう。 

折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事：：：：    渡辺会長、鈴木委員長、谷 雨様ようこそ。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    春日部南クラブの方々ようこそ。栗原さん米山

奨学生谷さん、ご苦労さまです。 

長岡長岡長岡長岡会員会員会員会員：：：：    お客様ようこそ。米山委員会卓話ありがとうご

ざいます。 



武井武井武井武井会員会員会員会員：：：：    お客様ようこそいらっしゃいました。米山奨学生、

谷雨様卓話ありがとうございます。 

古谷古谷古谷古谷会員会員会員会員：：：：    赤い羽根の時期になりました。皆さんよろしくお

願いします。 

石井石井石井石井会員会員会員会員：：：：    春日部南 RC 会長 渡辺様、社会奉仕委員長 

鈴木様ようこそ。日本人 2 人がノーベル賞を受賞しました。

ちなみに北里大学特別栄誉教授の大村智氏と東京大学

宇宙線研究所長の梶田隆章氏です。おめでとうございま

す。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。 

渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）会員会員会員会員：：：：    お客様ようこそ。この 1 週間良い事、日本

人 2 人ノーベル賞受賞。悪い事、生活保護費受給世帯数

更新だそうです。 

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    渡辺良一様、鈴木勝敏様、谷雨様、強風の

中ご参加頂きありがとうございます。折原（弥）さんの柿を

美味しく頂きました。千夏肥ゆる秋!! 

大作会員大作会員大作会員大作会員：：：：    お客様ようこそ。風が強いため貴重な少ないあ

たまの毛がとんでいってしまうか心配です。 

田中会員田中会員田中会員田中会員：：：：    お客様ようこそ。谷 雨様卓話ありがとうござい

ます。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    風邪のため欠席します。 

折原（弥）会員：馬場会員：矢島折原（弥）会員：馬場会員：矢島折原（弥）会員：馬場会員：矢島折原（弥）会員：馬場会員：矢島会員：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：    

栗原栗原栗原栗原会員：会員：会員：会員：真中真中真中真中会員会員会員会員：：：： お客様ようこそ。    

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 ２８２８２８２８，０，０，０，０００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 ３１１３１１３１１３１１，０００，０００，０００，０００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    

第２３１２回例会第２３１２回例会第２３１２回例会第２３１２回例会    ２０１５年１０月１５日２０１５年１０月１５日２０１５年１０月１５日２０１５年１０月１５日    

認知症サポーター養成講座に振り替え認知症サポーター養成講座に振り替え認知症サポーター養成講座に振り替え認知症サポーター養成講座に振り替え    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

38383838    11118888    22220000    0000    11114444    84.2184.2184.2184.21%%%%    

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    

渋谷会長渋谷会長渋谷会長渋谷会長：：：：    今日は出席ありがとうございます。 

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：    本人は気が付かないだけで認知症かもしれま

せん。 万歩計 半分以上が 探し物、 （シルバー川柳） 

天国へ 行ってみたいな 日帰りで （シルバー川柳） 

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    昨夕は森田 PG の地区大会スタッフ同好会

がラフレさいたまであり、招かれ参加しました。なつかしい顔

ぶれも多くたのしいひとときでした。 

田中会員田中会員田中会員田中会員：：：：    認知症サポーター養成講座ありがとうございま

した。 

加藤会員加藤会員加藤会員加藤会員：：：：    サポーター講習ありがとうございました。 

今後、身内や地域で役立てたいです。 

馬場会員馬場会員馬場会員馬場会員：：：：    本日はスタッフもおじゃまします。 

渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員：：：：    今日はよく勉強させていただきます。 

落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員：：：：    日帰り旅行が、もうすぐですネ。雨が降ら

なければ紅葉真っ盛りで最高な旅行になるが、台風 25 号が

ちょっと心配だナー。 

深瀬会員深瀬会員深瀬会員深瀬会員：：：：    認知症 勉強ありがとうございました。 

武井会員武井会員武井会員武井会員：：：：    認知症サポーター自分が世話になるようです。 

石井会員石井会員石井会員石井会員：：：：    本認知症サポーターの養成講座のご講演あり

がとうございました。 

栗原会員：折原幹事：折原（弥）会員：真中会員：矢島会栗原会員：折原幹事：折原（弥）会員：真中会員：矢島会栗原会員：折原幹事：折原（弥）会員：真中会員：矢島会栗原会員：折原幹事：折原（弥）会員：真中会員：矢島会

員：新井会員：中野会員員：新井会員：中野会員員：新井会員：中野会員員：新井会員：中野会員    

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 ２５，０２５，０２５，０２５，０００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 ３３６，０００３３６，０００３３６，０００３３６，０００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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