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第２３３４第２３３４第２３３４第２３３４回例会回例会回例会回例会    ２０１６年３２０１６年３２０１６年３２０１６年３月１７月１７月１７月１７日日日日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     渋谷会長    

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                                                                                 渋谷渋谷渋谷渋谷会長会長会長会長    

 暖かくなり町内の小中学校も卒業

式の季節になりました。ロータリーク

ラブでも先日米山奨学生の修了式が

あり康君と当クラブから会長・幹事、

関口カウンセラー、栗原米山委員長

の 4 名が参加して参りました。昨年ま

では「終了式」でしたが、今年度から「修了式」と字が変わ

りました。康君も 2 年間米山奨学生として頑張り立派な挨

拶をしておりました。 

 3 月 13 日(日) ラフレさいたま 米山記念奨学生修了式 

 

皆様「マンガ喫茶」をご存じでしょうか。先日、大宮駅で

始発までの数時間を過ごすのに初めて利用してみました。

驚いたことに 1 時間 350 円で、個室、リクライニングソファ

にフットチェアー付き、TV、インターネット、フリードリンク、

シャワールームも使うことができます。喫茶店で始発を待

つよりも快適です。大宮から高野台までタクシーで約 1 万

円ですが、マンガ喫茶だと 1000 円もかかりません。始発

で帰れば仕事にも間に合うので、仮眠もできてとても便利

です。皆様も機会があれば利用してみてください。 

 今年はオリンピック予選で、女子サッカーが敗れてしま

いました。ワールドカップでは優勝や準優勝をしたチーム

なので、余裕でオリンピックに行けると思われていました。

しかし、メンバーを見ると 5 年前ワールドカップで優勝した

ときと主力が変わっていません。周りはどんどん変わって

行くのに、研究されて当たり前です。オリンピックはそんな

に簡単ではありませんね。 

  ロータリーのような組織も同じだと思います。全盛期と

同じことを守り続けているだけでは取り残されてしまいま

す。新しいシステム取り入れチャレンジしていかなければ

会員増強もクラブの発展もありません。日本のロータリー

も今そのような時が来ているような気がします。 

会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話                                                                                                                        小柳会員小柳会員小柳会員小柳会員    

  今月 15 日に「タリーズコーヒー」を

函館駅の 2F にオープンしました。な

ぜ産業廃棄物処理の当社がコーヒ

ーショップをオープンしたのかという

と、当社の売り上げの筆頭にある

「伊藤園」の子会社がタリーズジャパ

ンだからです。「伊藤園」とは 20 年以上の付き合いがあり

ますが、当社のお客様という立場からもっとギブ&テイク

の立ち位置になれないかと考え、子会社のタリーズコー

ヒーに目を付けフランチャイズ店を出すことを決めました。

最初は埼玉県の三好にあるショッピングプラザに昨年の

3 月 10 日にオープンし、続いて今回の函館にチャンスが

回ってきました。なぜ遠方の北海道なのかといいますと、

私は北海道出身であちらにも協力してくれる仲間がいた

からです。しかし、今はとても便利で、店舗の様子も音声

も自分の部屋でリアルタイムに見ることができます。店舗

開店に関しましては全てマニュアルどおりで心配は何も



ありません。もしも売り上

げが悪かったら場所が悪

かったというだけです。 

 私どもの産廃廃棄物業界

というのは、県の許可を得

る時に「きっと悪いことをするだろう」という前提なので非

常に大変です。それと比べるとタリーズコーヒーは、検査

は保健所だけなので気が楽です。また、映像でお客さん

が入っているのを見ているのがとても楽しいですね。お手

元にお配りしたチケットはコーヒー無料券です。しかし、函

館店限定です（笑）。もしも北海道に行くことがありました

ら、是非 2 階にありますのでご利用ください。 

会員報告会員報告会員報告会員報告                                                                                                                     折原会員折原会員折原会員折原会員    

3 月 3 日（木）さいたま中央 RC の創

立 50 周年チャリティコンペが大宮ゴル

フコースで開催されました。私と中野会

員、馬場会員、石塚会員で出席致しま

した。初めてなので圏央道を使って行

きましたら早く着きすぎてコースに出る

前にビールを飲んでしまいました。私は 91（44・47）で 4 位

入賞しました。3 位の人がベスグロで 80 歳の方です。 

昨日 3 月 16 日（水）は吉川 RC45 周年チャリティゴルフ

コンペが、ＪＧＭゴルフクラブやさと石岡コースで開催され

ました。こちらは私と井上会員、小林会員、戸賀崎会員で

参加しました。道路が混んでいて 2 時間もかかりました。

ショットガン方式で 4 ヶ所からスタートします。休憩が多く

調子が出てもまたすぐ 20 分くらいの休憩が入りますので

なかなか乗れませんでした。私は（44・37）でまた4位に入

りました。小林さんが 21 位、井上さんが 31 位で飛び賞を

逃してしまいました。戸賀崎さんは、95 でまわっていまし

たがハンディがつかず 115 位でした。飛び賞とドラコンを

とっていました。 

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    

先週の震災の当日についてお話さ

せて頂きます。私は車を運転しており

ました。突然真っ直ぐ走らなくなりまし

たので、パンクしたのかと思い車を端

に寄せましたところ、前の建物から人

がわっと慌てて出て来たので地震と

分かりました。地震が怖いと感じたのはあれが初めてで

す。それから自宅でも災害の持ち出しや備蓄など考える

ようになりました。 

� 国際ロータリー理事より、2016 年ソウル国際大会日

本人朝食会中止のお知らせが届いております。国際

大会の登録者が多く会場を探すことができなかった

ため中止となったそうです。 

� 第 6 グループ早川ガバナー補佐より、2017-18 年度

ガバナー補佐候補者推薦について、春日部南クラブ

選出で海老原秀典会員の推薦を頂いたと案内が届

いております。 

� 米山部門より、国際大会参加者について、米山ツア

ーで利用するホテル（明洞エリア）航空券に若干の

空きがあるので、これから手配する方がいましたら

ご利用くださいと案内が届いております。 

PETSPETSPETSPETS 報告報告報告報告                                                                                                        石井エレクト石井エレクト石井エレクト石井エレクト    

 3月4日～5日ラフレさいたまで会長

エレクトセミナーが開かれました。私

は公務がありましたので、5 日のみ参

加を致しました。4日の分は後日研修

を受けることになります。 

2016-17 年度の RI 会長は、チャタ

ヌーガ・ロータリークラブ（米国テネシ

ー州）のジョン・ジャーム氏です。ロータリー創始者ポー

ル・ハリスが「人生の最大の目的は人類に奉仕すること」

と信じていたことに触れ、ロータリーの一員であることは

そのための「大きな機会」であり、「ロータリーを通じて社

会に貢献する大きな機会、人類へのロータリー奉仕を通

じてより良い世界を築く機会なのです」と言っています。 

ジョン F. ジャーム RI 会長エレクトは、2016-17 年度の

テーマとして「人類に奉仕するロータリー」を選びました。

社会貢献への熱意をもつ職業人が集うロータリー独自の

力を生かせば、大きな目標も達成できる。「世界でもっと

大きな『よいこと』をする推進力となるために、固い決意で

ポリオ撲滅を成し

遂げ、ロータリー

をさらに前進させ

ながら、これまで

の成功をバネに

飛躍するときが来

たのです」と述べ

ています。 

ジョン F. ジャーム氏は、1976 年にロータリークラブに

入会して以来、RI 副会長、理事、財団管理委員と副管理

委員長、ロータリー2 億ドルのチャレンジ委員長、RI 会長



エイドなどを歴任してきました。また、当クラブの関口会員

と同じくロータリー超我の奉仕賞、ロータリー財団功労表

彰状、特別功労賞を受賞し、ジュディ夫人とともに、夫婦

でアーチ・クランフ・ソサエティ（ロータリー財団に対し累計

25 万米ドル以上の寄付者）のメンバーとなっています。 

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    

41414141    11118888    22223333    0000    11115555    80.4880.4880.4880.48%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                           田中田中田中田中会員会員会員会員    

渋谷渋谷渋谷渋谷会長：会長：会長：会長：    石井エレクト PETS お疲れ様でした。 

折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事：：：：    暖かくなりました。春本番、花粉本番です。 

石井石井石井石井会員会員会員会員：：：：    桜の開花も間近です。いよいよ春本番です。花

見が楽しみです。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    このまま春になればいいですね。 

田中田中田中田中会員会員会員会員：：：：    石井エレクト会長エレクトセミナー報告ありがと

うございます。 

 

第２３３５回例会第２３３５回例会第２３３５回例会第２３３５回例会    ２０１６年３月２４２０１６年３月２４２０１６年３月２４２０１６年３月２４日日日日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     渋谷会長    

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 

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介                                                                            渋谷会長 

杉戸宿案内人の会会長 寺田 竹雄様 

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    

 本日は 45 周年のリハーサルがあり

ますので、1 つだけ 

お願いがあります。交換留学生のリサ

が国際大会に出席することになりまし

た。旅費が約 20 万円かかりますので

皆様のご支援をお願い致します。 

卓話卓話卓話卓話                                        杉戸宿案内人の会会長杉戸宿案内人の会会長杉戸宿案内人の会会長杉戸宿案内人の会会長    寺田寺田寺田寺田    竹雄様竹雄様竹雄様竹雄様    

  私ども杉戸町案内人の会は、杉戸

宿の歴史や文化、観光スポット等をご

案内する町観光協会から認定された

観光案内ボランティアガイドです。皆

様もおそらく町中を数人で歩いている

私達をご覧になったことがあると思い

ます。「杉戸宿案内人」は、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します。 

杉戸宿は江戸時代に江戸・日本橋と日光・東照宮を結

ぶ日光街道に面する 21 宿のうち、日本橋から５番目とな

り今年が開宿４００年の節目の年となります。江戸時代後 

仁部仁部仁部仁部会員会員会員会員：：：：    本日は彼岸の入りです。暑さ寒さも彼岸まで。

穏やかな本日に感謝申し上げます。 

渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）会員会員会員会員：：：：    天気が良いだけで他に可も不可もなし 

細井細井細井細井会員会員会員会員：：：：    今日は良い日になりました。 

渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）会員会員会員会員：：：：    久しぶりの例会参加になりました。 

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    落合会員の手術が成功。15 日元気に退院し

ました。 

深瀬会員深瀬会員深瀬会員深瀬会員：：：：    石井エレクト、セミナー報告ご苦労さんです。 

小柳小柳小柳小柳会員：会員：会員：会員：渡辺（嘉）会員：舟越会員：折原（弥）渡辺（嘉）会員：舟越会員：折原（弥）渡辺（嘉）会員：舟越会員：折原（弥）渡辺（嘉）会員：舟越会員：折原（弥）会員：会員：会員：会員：    

真中会員：矢島真中会員：矢島真中会員：矢島真中会員：矢島会員会員会員会員 

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 ２５２５２５２５，０，０，０，０００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 ７２７７２７７２７７２７，０００，０００，０００，０００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✽✽✽ 

 

 

期の資料で元和 2（1616）年に開宿したとされました。幕

府の道中奉行が調査した天保 14（1843）年の資料では 2

キロに満たない日光街道沿いに参勤交代などのための

本陣 1 軒、脇本陣 2 軒と旅籠（はたご）46 軒などが記され、

大いににぎわったと書かれています。 

旅籠「扇屋」「釘屋」は屋号が残り、「釘屋」は十返舎一

九の滑稽本「奥羽一覧道中膝栗毛」にも登場し、当時の

様子が活写されている。杉戸宿の漢方医、虎屋善蔵は

「とらや薬局」として今も名を伝えています。 

普通の家並みが続く杉戸宿。説明を受けないと歴史の

魅力に気づきません。杉戸宿はモノとして残るものは少

ないですが、十返舎一九にしろ、語り継ぐストーリーは多

くあります。私は案内人として昔の宿場に思いをはせる手

伝いをしたいと思っています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



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    

� 平成 28 年 4 月 9 日（土）12:00 さ

いたま市文化センター多目的ホ

ールにて開催される 2016 学年

度ロータリー米山記念奨学生、

カウンセラー初顔合わせ及び、

カウンセラー&米山記念奨学生

オリエンテーションの案内が届いております。 

� 平成 28 年 4 月 9 日（土）17:00～浦和ロイヤルパイン

ズホテルにて開催される「ブライダル友愛の広場 30

年の歩み式典の案内が届いております。 

� ガバナー事務所より、ソウル国際大会登録人数集

計表及びガバナーナイトの登録集計表が届いており

ます。どちらの受付もまだ間に合いますので、追加

の場合はお知らせくださいと書かれております。国

際大会の 2 次締め切りは 3 月 31 日（375$）4 月 1 日

以降は（440$）となっております。 

� 過日にお知らせしましたクラブベストが納品されまし

たので、例会後 3,000 円と引き換えにお受け取りくだ

さいますようお願い致します。 

会員報告会員報告会員報告会員報告                                                                                                             戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員    

昨日、地区青少年委員会からさい

たま新都心 RC の交換留学生（ティフ

ァニー）のホストファミリー宅が家事で

全焼してしまったとういうニュースが

飛び込んできました。出火元は隣の

家でしたが、着の身着のまま避難を

したので持ち物はすべてダメになってしまったそうです。

女の子なので衣類や他のものにとても不自由しているは

ずです。青少年交換のオリエンテーションなどではリサも

とてもお世話になっていますので、取りあえず身の回りの

ものを揃えるために気持ちだけでも寄付をお願いできな

いでしょうか。宜しくお願い致します。 
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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    

41414141    18181818    23232323    0000    15151515    80.4880.4880.4880.48%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                           折原折原折原折原会員会員会員会員    

渋谷渋谷渋谷渋谷会長：会長：会長：会長：    本日の記念例会リハーサルありがとうございま

す。当日もよろしくお願いいたします。 

折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事：：：：    昔買ったズボンがはけなくなってしまいました。

太ってしまったので、やせようと思います。 

石井エレクト石井エレクト石井エレクト石井エレクト：：：：    昔 3 月 21 日（月）の祝日、地区事務所にて

浅水ガバナーエレクトの面談を受けました。会長としての

心得について勉強してきました。 

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：    杉戸ロータリー創立当時の資料が出てきました。

下津谷さん毎回ドア当番と後片付けご苦労様です。 

加藤会員加藤会員加藤会員加藤会員：：：：    大宮公園の桜は咲き始めました。権現堂はま

だですね。4/7 の高橋屋さんの夜桜が残っていることを祈

ります。楽しみです。 

田中会員田中会員田中会員田中会員：：：：矢島会員矢島会員矢島会員矢島会員：：：：    寺田様卓話ありがとうございます。 

大作会員大作会員大作会員大作会員：：：：    お客様お寒い中ようこそ。 

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    みんなで 45 周年を祝おう。 

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    桜開花の知らせが届き、心もウキウキしてい

ましたが、ベルギーでのテロの残念なニュースが入りまし

た。心から世界の平和を願う今日この頃です。 

栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員：：：：    インフルエンザ B 型に知らない間にかかり、社

員 5 人にうつしてしまい、おこられてしまいました。皆さん

気を付けましょう。 

武井会員武井会員武井会員武井会員：：：：    寺田様、卓話ありがとうございます。 

折原（弥）会員：小柳会員：舟越会員：渡辺（嘉）会員折原（弥）会員：小柳会員：舟越会員：渡辺（嘉）会員折原（弥）会員：小柳会員：舟越会員：渡辺（嘉）会員折原（弥）会員：小柳会員：舟越会員：渡辺（嘉）会員    

馬場会員：真中会員馬場会員：真中会員馬場会員：真中会員馬場会員：真中会員    

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 ２６２６２６２６，０，０，０，０００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 ７５３７５３７５３７５３，０００，０００，０００，０００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✽✽✽ 

                                                                                                                    

    

45454545 周年記念例会周年記念例会周年記念例会周年記念例会開開開開催催催催    

                                                                                                                                        3333 月月月月 31313131 日（木日（木日（木日（木））））    

                                                                                                                            18:3018:3018:3018:30 点鐘点鐘点鐘点鐘    和泉屋和泉屋和泉屋和泉屋    

                                                                                                                                （会員（会員（会員（会員 17:0017:0017:0017:00 集合）集合）集合）集合）    
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