
   
    

 

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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会長会長会長会長    渋谷渋谷渋谷渋谷    忠明忠明忠明忠明            幹事幹事幹事幹事    折原折原折原折原    正昭正昭正昭正昭 
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第２３２４回例会第２３２４回例会第２３２４回例会第２３２４回例会    ２０１６年１月７日２０１６年１月７日２０１６年１月７日２０１６年１月７日        
新年会新年会新年会新年会    （大吉）（大吉）（大吉）（大吉）18:3018:3018:3018:30 点鐘点鐘点鐘点鐘    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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    

40404040    28282828    12121212    0000    10101010    95.0095.0095.0095.00%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                           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：    あけましておめでとうございます。 

折原幹事：折原幹事：折原幹事：折原幹事：    今年もよろしくお願いします。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    今年もよろしくお願いします。 

渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）会員会員会員会員：：：：    明けましておめでとうございます。今年も

よろしく。 

深瀬深瀬深瀬深瀬会員会員会員会員：：：：    おめでとうございます。 

小柳小柳小柳小柳会員会員会員会員：：：：    本年もよろしくお願いします。 

第２３２２回・第２３２３回例会（年末年始休第２３２２回・第２３２３回例会（年末年始休第２３２２回・第２３２３回例会（年末年始休第２３２２回・第２３２３回例会（年末年始休会）会）会）会） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

武井会員武井会員武井会員武井会員：：：：    本年もよろしくお願いします。 

新井会員新井会員新井会員新井会員：：：：    本年もよろしくお願い致します。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    新年おめでとう。 

石井会員石井会員石井会員石井会員：：：：    春新年明けましておめでとうございます。本年

も宜しくお願い申し上げます。 

細井会員細井会員細井会員細井会員：：：：    新年おめでとうございます。 

戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員：：：：    あけましておめでとうございます。本年も宜し

くお願いいたします。 

真中真中真中真中会員会員会員会員：：：：石塚会員：下津谷会員：渡辺（孝）会員石塚会員：下津谷会員：渡辺（孝）会員石塚会員：下津谷会員：渡辺（孝）会員石塚会員：下津谷会員：渡辺（孝）会員    

矢島会員：舟越会員：折原（弥）会員：井上会員矢島会員：舟越会員：折原（弥）会員：井上会員矢島会員：舟越会員：折原（弥）会員：井上会員矢島会員：舟越会員：折原（弥）会員：井上会員 



第２３２５第２３２５第２３２５第２３２５回例会回例会回例会回例会    ２０１６年１月１４２０１６年１月１４２０１６年１月１４２０１６年１月１４日日日日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     渋谷会長    

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                    深瀬会員 

1111 月月月月誕生祝誕生祝誕生祝誕生祝                                             

中野恒明（6 日） 石井眞一（10 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    

 宝塚歌劇団には『ブスの 25 ヶ条 』というものがあります

のでご紹介します。 

１． 笑顔がない  

２． お礼を言わない  

３． 美味しいと言わない  

４． 精気がない  

５． 自信がない  

６． 愚痴をこぼす  

７． 希望や信念がない  

８． いつも周囲が悪いと思っている  

９． 自分がブスであることを知らない  

１０． 声が小さくイジケている  

１１． なんでもないことに傷つく  

１２． 他人に嫉妬する  

１３． 目が輝いていない  

１４． いつも口がへの字の形がしている  

１５． 責任転嫁がうまい  

１６． 他人をうらやむ  

１７． 悲観的に物事を考える  

１８． 問題意識を持っていない  

１９． 他人につくさない  

２０． 他人を信じない  

２１． 人生においても仕事においても意欲がない  

２２． 謙虚さがなく傲慢である  

２３． 他人のアドバイスや忠告を受け入れない  

２４． 自分が最も正しいと信じ込んでいる  

２５． 存在自体が周囲を暗くする 

以上が宝塚の「心のブス２５ヵ条」です。 

「清く、正しく、美しく」を忠実に守り続ける宝塚歌劇団の

舞台裏に貼られている伝説の教えですが、女性でなくと

も私たちは、問題が起こったとき、つい人のせいにしてし

まったり、人と比較して羨んだり妬んだりしがちです。しか

し自分の中に芯をしっかりもっていれば、「ブスの種」を宿

すことなくブレないでいられると思います。私はこの 25 ヵ

条を自分の事業所に貼っています。あたりまえの内容で

すが、時折チェックをすることで、心に刻んでおります。 

昨年 11 月に新入会員 2 名入りました。そして、来週ま

た仁部前崇会員の入会式があります。新しい会員が入る

ことで、気が引き締まり新たな気持ちになります。50 周年

に向けてさらにクラブの発展を期待したいと思います。 

各種表彰・賞状授与各種表彰・賞状授与各種表彰・賞状授与各種表彰・賞状授与                                                                                渋谷会長渋谷会長渋谷会長渋谷会長 

 

 

 

 

 

新入会員紹介者バッジ授与   RLIⅡ・Ⅲ終了証書授与 

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 

 関口 PG が、2015-16 年度超我の

奉仕賞の受賞者に選ばれました。

この賞は、384 名以上の候補者か

ら RI 理事会によって毎年、最高

150 名の受賞者が選ばれます。現

在表彰用の盾が準備されていま

すが、2 月上旬に北パストガバナー宅に届き、後日

特別な発表の場を設けて関口 PG に授与されます。 

理事会報告理事会報告理事会報告理事会報告                       石井エレク石井エレク石井エレク石井エレクトトトト    

2 月例会予定 

4 日 2/6（土）IM に振り替え 

11 日 休 会（建国記念日） 

18 日 2/16（火）3 クラブ合同・理事会 

25 日 誕生祝・雑誌紹介（和泉屋） 

� 杉戸 RC 細則改定について 

例会プログラム主管が親睦委員会によるものが多

いため、昨年度より親睦委員長がオブザーバーとし

て出席していましたが、本年度より理事役員として出

席しているため細則の改定が必要 （杉戸 RC 細則 

第 2 条 理事会の改定・施行日）議案を総会に提出、

1 月 21 日（木）臨時総会を開催、可決後は、石井年

度の年度計画書に添付 

� 杉戸 RC45 周年記念例会について 

3 月 31 日（木） 和泉屋 18:00 受付、18:30 点鐘 

招待客： 井原 G、北、石井、三國 PG、早川補佐、第

6G 会長幹事、町長、幸手中央 

案内状： 中央印刷に依頼（約 20 通）、会員は夫婦

同伴、財団・米山寄付（各 5 万円） 

実行委員長： 下津谷会員 



� 第 2770 地区内 RC 周年事業出席等について 

登録者： 田中夫妻：関口夫妻：折原正昭夫妻： 

・さいたま中央 RC 創立 50 周年記念 3/18 ポリオ撲

滅チャリティーコンサート 1 枚 1000 円 

（1/29 締め切り）→ 10 枚購入 

・吉川ＲＣ創立 45 周年 3/16 ポリオ撲滅チャリティー

ゴルフ大会 登録料 6,000 円 

JGM ゴルフクラブ （1/31 締め切り）→ 会員ゴルフメ

ンバーに募集をかける 

� その他 

・杉戸 RC クラブジャンパー不足により、周年事業に

向け公式ロゴでの上着を新調 

一着 約 3,000 円～3,500 円（希望サイズで各会員の

買い取り）   予備含め約 50 着 

・新入会員（仁部前崇）入会式日程について 

→ 1 月 21 日（木）古谷町長出席 

・杉戸町音楽祭の各学校寄付金について→ 各校

10 万円 

・上半期会計報告 

・2/25（木） さいしん繁盛日による駐車場不足のた

め移動例会として和泉屋に変更 

留学生報告留学生報告留学生報告留学生報告                                                                                         リサ・ドゥイさんリサ・ドゥイさんリサ・ドゥイさんリサ・ドゥイさん    

皆さんこんにちは。新年明けまして

おめでとうございます。日本とドイツの

文化は違うので楽しいです。ドイツで

は、クリスマスはとても大きいイベント

です。ドイツ人は、たくさん食べてプレ

ゼントをもらいます。私たちは主に、チ

キンやサーモン、じゃがいもやソーセージを食べます。今

年は日本で留学生の友だちや学校の友達とフライドポテ

トやピザやケーキを食べました。今年のクリスマスはドイ

ツにいた時と少し違いました。 

お正月はもっと興味深かったことがたくさんありました。

ホストファミリーの家族と鷲宮神社に行ったり、きものを着

たりしました。たくさん日本のお正月料理を食べました。と

ても美味しかったです。1 月 3 日は横浜に住んでいる友達

と久しぶりに会いました。4 年ぶりに会い横浜を案内してく

れました。冬休みは友達と越谷のレイクタウンやさいたま

新都心など色々なところへ行きました。とても楽しかった

です。しかし、先週から学校が始まってしまいました勉強

は大変ですがこれからも頑張ろうと思います。 

 

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        

今月の雑誌紹介は、横欄の P17 春

日部イブニング RC 細井さんの記事を

ご紹介致します。8 月下旬に県立春日

部女子高校インターアクトクラブと協

同で「認知症サポーター養成講座」を

開催しています。当クラブでも役場の

方を招いて開催しましたね。皆さん気になっていると思う

のが、認知症と老化によるボケの違いです。物忘れをし

たとき後で思い出すのがボケで、認知症は物忘れ自体を

忘れてしまいます。そして、Ｐ29 の地区大会の略報に第

2770 地区の地区大会の「認知症フォーラム」が載ってい

ます。地域の人々を招き、医師、施設管理者、行政のそ

れぞれの立場から実情についての話がありました。 

同じページの上段に

第 2530 地区南相馬市民

開会で開催された地区

大会に関口会員に RI 会

長代理として出席された

記事が載っております。

そこで関口さんが「みん

なで『ふるさと』を歌いましょう」と呼びかけ全員で大合唱

をしました。震災以来のさまざまな出来事が頭をよぎり皆

さんが大変感動されたと書かれております。関口さんの

一声でこのようなパフォーマンスができるということは、杉

戸 RC の会員として大変誇らしいことです。 

次に縦欄の P4 に「地方の小さな会社でもオンリーワン

の商品があれば、世界を相手にした商売ができる」という

日本酒の蔵元の話が書かれています。南部美人五代目

蔵元の久慈さんという方が、生き残りをかけて日本だけ

でなく世界に向けて日本酒を紹介するために奮闘した話

です。そのなかで、砂糖を使わない梅酒を造ったとありま

す。我が家でも、梅酒をつくるのに角砂糖は使いません。 

発酵はしないのでお酒にはなりませんが、梅の風味がで

て大変おいしく頂けます。よかったら試してみてください。 

そして、日本酒を外国人に紹介するとき、次の四つを

満たせば絶対日本酒を飲むという特徴があるそうです。 

まず、日本がすきなこと。お金があること。健康嗜好の人。

ワインを必ず飲む人。この四つがそろって初めて、日本

食レストランに行って日本酒を飲むそうです。 

次に、P13 浦和東 RC 舘田会員「二つのクラブに入会し

て」をご紹介します。この方は群馬県太田ロータリークラ



ブに 4 年間在籍したあと、転勤先

の埼玉県で浦和東 RC に再入会

しました。浦和東RCでは、新会員

が入会すると会員増強維持委員

会主催の全会員参加の大歓迎会

を開催するそうです。単なる懇親

会ではなく、早くクラブに溶け込んでほしいとの心遣いか

らです。新会員は各テーブルを回り 10～15 分懇談するの

ですが、名前と顔が一致するよう皆名札を用意して胸に

貼って談話するという配慮です。当クラブでは、新会員が

最近多く入っていますが、出席率があまりよくありません。

この際ですので、新入会員の歓迎会をしてはいかがでし

ょう。 

そして、P18 卓話の泉に「酒の話」があります。酒造り

の歴史は古く、奈良時代には造酒司（みきのつかさ）とい

う役所が作られ朝廷のための醸造体制があったそうです。

酒の歴史が書かれておりますが、当クラブには酒の専門

家がいますので、多くは語らないようにします（笑）是非ご

一読を。 

雑誌紹介から雑誌紹介から雑誌紹介から雑誌紹介から                                                                                              関口関口関口関口会員会員会員会員        

先ほど「下り酒」の話がありましたが、

昔は酒造のまちだった京都・伏見など

から、淀川を経て海上輸送で 20 日間

かけて新川に樽酒が到着致しました。

上方から江戸に来るお酒ということで、

下り酒と言います。お酒はその間に樽

で熟成されておいしくなります。先日の杉戸町賀詞交歓

会で出した酒は、新しい樽で 10 日間熟成させました。新

しい樽は杉の匂いが強いので、お湯で 2 回ほどあく抜き

をして水でしめます。手がかかっているのですよ（笑）。 

私の所では、1822 年からお酒を造っていますが、こち

らから江戸に行く酒はほとんどありません。栗橋、幸手、

杉戸、春日部、越谷、吉川など利根川水系は水質がよく

ないので安く取引され値が付きません。私が子供の頃は、

久喜まで水を汲みに荷車で 2 往復していました。 

 埼玉県には3つの酒造経営タイプがあります。在郷有

力者による地店（じだな）、近江商人による江州店（ごうし

ゅうだな）、越後出身者による越後店（えちごだな）です。

近江商人の多くは借地で商売をしていました。なぜなら、

近江商人は、売り手と買い手がともに満足し、また社会

貢献もできるのがよいという「三方よし」を心得としていた

からです。これはロータリーの職業奉仕と同じですね。 

清酒の消費は、全盛期から比べると四分の一に減って

います。また、灘・伏見などの大手の酒造メーカー「甲東

会」（月桂冠、白鶴、白鹿など）は、プライドが高く 2 級酒

は造りませんでした。今では何でもやりますね。「友」に書

かれているとおり、清酒業界は、ビールが圧倒的なシェア

を占めているなか大変な商売をしているのです。 

（関口会員より、戦後から今に至るまでの大変興味深

い埼玉県の清酒の歴史をお話し頂きました） 

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    

40404040    11117777    22223333    0000    11110000    67676767.50.50.50.50%%%%    

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：    下半期新たな気持ちでとりくみますので、よろし

くお願い致します。 

折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事：：：：    改めて、あけましておめでとうございます。毎年

この時期は忘年会、新年会が続き太ってしまいますね。 

石井石井石井石井会員会員会員会員：：：：    暖冬と思いきや、寒波到来です。体調には充分

気を付けてください。誕生日のお祝ありがとうございます。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    やっと本来の寒さになりました。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    南相馬 RC ホストの第 2530 地区の地区大会

で関口博正 RI 会長代理が講評の最後に「みんなとふるさ

とを歌いましょう」と呼びかけ大合唱。震災以来のさまざま

な出来事を思い、皆目を潤ませたと言う。 

大作大作大作大作会員会員会員会員：：：：    Miss リサさんようこそ。 

深瀬深瀬深瀬深瀬会員会員会員会員：：：：    おめでとうございます。本年もよろしく。 

馬場馬場馬場馬場会員会員会員会員：：：：    あけましておめでとうございます。今年もよろし

くお願いします。 

栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員：：：：    タバコを吸う人は、年収が低いと言われタバコ

をやめました。本日でやめて 1 か月です。 

武井武井武井武井会員会員会員会員：：：：    ロータリー年度後半頑張りましょう。 

小柳小柳小柳小柳会員会員会員会員：：：：折原（弥）会員：矢島折原（弥）会員：矢島折原（弥）会員：矢島折原（弥）会員：矢島会員会員会員会員：：：：渡辺（嘉）会員渡辺（嘉）会員渡辺（嘉）会員渡辺（嘉）会員    

舟越舟越舟越舟越会員：真中会員会員：真中会員会員：真中会員会員：真中会員：廣井会員：廣井会員：廣井会員：廣井会員 

1/71/71/71/7（新年会）（新年会）（新年会）（新年会）のスマイルのスマイルのスマイルのスマイル    

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 ２６，０２６，０２６，０２６，０００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 ５５０５５０５５０５５０，０００，０００，０００，０００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    

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 ２４２４２４２４，０，０，０，０００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 ５７４５７４５７４５７４，０００，０００，０００，０００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    

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 
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