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２３３８回例会 ２０１６年４月１４日
あいさつ運動（西小学校）

第２３４０回例会
第２３４０回例会 ２０１６年４月２８日
２０１６年４月２８日
点鐘
四つのテストの唱和
会長挨拶

渋 谷会長
真中会員
渋谷会長

本日は久しぶりの例会場での例会
になります。宜しくお願い致します。
TV ではいまだに熊本地震の余震
や避難所の様子が伝えられており

あいさつ運動（高野台小学校）

ます。東日本大震災のとき、杉戸町
でも震度 5 の大きな揺れがあり、
我々も停電などでしばらく不自由な生活を余儀なくされま
した。あの時、遠く離れた熊本県の人々は TV などで見る
その光景にただ驚き、胸を痛めながらもおそらく現実味は
あまり感じなかったことでしょう。このような想像を超えた
災害は、ある日突然自分の上に降りかかってくるかわか

２３３９回例会 ２０１６年４月１９日

らないのです。
数か月前にフォルクス

地区研修・協議会（越谷コミュニティーセンター）

ワーゲンの排ガスデータ
改ざん事件がありました
が、今度は三菱自動車
の燃費偽装問題がニュ
ースになっております。
工場や下請け企業、一般社員の人々にとってはこれもあ
る日突然降りかかってきた災難に違いありません。
三菱自動車は 2000 年にも部品の不具合によるリコー
ル隠しなどがありました。社の体質改善を図ると言ってい
ましたが、残念ながらまた新たな不祥事が発覚したことに
なります。燃費の偽装は一部の車種で数パーセントのよ
うですが、規模の小さい完成車メーカーが今の競争環境
の中で生き残っていくことが、いかに厳しいかが感じられ
ます。しかしながら、職業倫理としては、絶対にあっては
ならないことです。

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

会員卓話

細井会員
細井会員



庄和 RC より、平成 28 年 5 月 3 日（火）5 日（木）江戸

三菱自動車の燃費偽装が話

川河川敷で開催されます毎年恒例の「大凧例会」の

題になっていますが、この事件の

案内が届いております。ロータリークラブブースの案

内容は、三菱自動車が国土交通

内図は事務局にありますので、必要な方はお知らせ

省に提出した燃費試験データに

ください。

ついて、燃費を実際よりも良く見

米山奨学生挨拶

せるため、不正な操作を行ってい

皆様こんにちは。パク アヒョンと

たというものです。燃費の測定は

申します。出身は韓国のソウルで

走行抵抗をかけて測定し大小値の中間をとりますが、そ

す。私の名前の意味は、「娥（ア）」

のいい数字を出して実際よりも良くなるようにしていたと

は綺麗という意味があり、「亭（ヒョ

いうことです。その程度は調査中ということです。

ン）」は自分の思った通りに叶うと

また、「走行抵抗」の測定方法自体も、米国向けの手法
が採られていたことが今回明らかになりました。国内向け

朴 娥亭さん

いう意味があります。
私は、さいたま市の南与野駅の

の方法で走行抵抗を測定することになっているので、こ

近くに住んでおります。学校は埼玉大学経済学部の 3 年

の行為自体が法令違反となります。この走行抵抗の測定

生で、ゼミでは企業倫理と国際再開発を勉強しています。

方法の違反は、今回問題になった軽自動車以外でも判

趣味は先週までは、英語の勉強も兼ねてパソコンでアメ

明しております。

リカのホームドラマ「ビッグバン理論」を見ていました。毎

市場では、三菱はもち

日 6 時間以上見ていましたら視力がかなり落ちてしまい

ろん日産のデイズシリー

ました。最近は趣味を変えました（笑）。今はスペイン語を

ズなど人気の車種がディ

勉強しています。どうぞよろしくお願い致します。

ーラーで販売中止になっ

地区協報告
地区協報告（財団）
報告（財団）

渋谷会長

ており、在庫があっても

私は R 財団部会に出席致しました。ロータリーカードの

売ってくれません。中に

コーポレートカードといってクラブで使用できるカードが出

はどうしても欲しいという方がいて、うちにある在庫を探し

来ました。有効期限 1 年間ですが、クラブで買い物をする

てきたというお客さんもいます。燃費偽装というのは決し

ときに利用してくださいと案内がありました。また、ロータ

てあってはいけませんが、製品は欠陥品ではなく完成さ

リーカードには法人カード（ビジネスカード）もあるそうです。

れた素晴らしい車であることは間違いありません。

決済額の 0.3％が自動的にロータリーに寄付されますの

幹事報告

で、会社の決済などで大いに利用していただければ奉仕





折原幹事

病気療養中の落合会員から

活動に繋がるそうです。

FAX が届いております。「永い

地区協報告
地区協報告（職業奉仕）
報告（職業奉仕）

田中会員

間欠席し申し訳ありません。4

私は職業奉仕部会に出席して参

月 25 日～27 日と 2 泊 3 日入

りました。次年度のスローガンは

院しておりました。12 月 9 日か

「ロータリーの原点に戻り、職業奉

ら 6 回の入院、延べ 48 日間の

仕を易しく解説し、理解を深めよう」

入院でした。チューブ管も取れ

です。ロータリーの根幹である職業

元の身体に成りました。まだ食事は 1 日 5～6 回です

奉仕の理解を助けるセミナーを随

が、気を使いながら元気に頑張ります。5 月からはロ

時開催していくそうです。そして若

ータリーも出席致します。」

い世代である中高生の職業体験を実施し、地区奉仕ニュ

管理運営部門より、平成 28 年 6 月 11 日（土）18 時

ースを継続的に行うとのことです。

よりラフレさいたまにて、「2016 年規定審議会結果報
告会」開催の案内が届いております。

クラブでは、職業別に会員卓話を進め、どんな職業で、
どんな思いで社会に貢献しているのかをお話し頂き職業
奉仕の在り方について考えていきたいと思います。

地区協報告（会長）
地区協報告（会長）

石井エレクト

次年度は、ロータリー財団 100 周年、

地区協報告（社会奉仕）
地区協報告（社会奉仕）

馬場会員

私は社会奉仕委員会に参加しまし

また 2020 年は日本のロータリークラ

た。社会奉仕委員会で推進してほし

ブ 100 周年と東京オリンピックがあり

い項目は、腎・アイバンクの賛助会員

ます。日本のロータリークラブでは、

登録と献眼登録と、認知症サポータ

クラブの活性化に向けて様々な委員

ーの推進、エコキャップ収集の継続

会が立ち上げられている状況です。

的活動です。をお願いされました。

また規定審議会からの情報ですが、

そして、ブライダル委員会より、健全な青年男女に幸せ

ロータリーククラブの入会金の納入が削除され、クラブの

をもたらす「友愛の広場」として、登録者の推薦をお願い

例会が「月 2 回以上の開催」となりそうです。逆に言うと例

しますということです。

会が月 2 回でもいいということですね。クラブの活性化と

雑誌紹介

逆走しているようですが、これは働き盛りの若い会員が

本日はロータリーの「友」月号横欄

入会し易いようにという配慮です。もちろん各クラブにより

の P.18「米山梅吉記念館をロータリ

定款・細則がありますので、必ずしもすべてのクラブとは

ー日本の宝物に」をご覧ください。日

限りませんがロータリークラブとしてはそのような方向に

本のロータリーの象徴とも言うべき米

なるということです。

山梅吉さんの記事が載っております。

真中会員

井原ガバナーの基調スピーチでは、RLI（リーダーシッ

今日は 4 月 28 日ですが、梅吉さんが

プ研究会）を受講されてない人は是非参加してくださいと

亡くなって 70 年なのだそうです。今月

いうことでした。パートⅠでは、ロータリアンとしてのリーダ

号には P.18 から P.21 にかけて、米山梅吉さんの誕生か

ーシップ、パートⅡではクラブ会長としてのリーダーシップ、

ら生涯、ロータリーとの関わりなどがたくさんの写真と共

パートⅢでは、クラブで起こる様々な問題についてのリー

に掲載されています。当クラブは米山の奨学生や地区に

ダーシップの発揮の仕方について考えます。私もまだ受

出向している会員も多いので是非とも読んで頂きたいと

講しておりませんが、是非受講したいと思います。

思っております。

浅水ガバナーエレクトからは、地区大会の全員登録、
次年度のアトランタ国際大会の出席、米山・財団の寄付、
地区学友会の総会とシンポジウム参加と 4 つのお願いが
ございました。

地区協報告（幹事）
地区協報告（幹事）

渡辺（良）会員

幹事部会では、幹事はクラブの指導
者である会長と意見交換し、クラブが
効果的に機能するよう様々な活動を援
助することが主たる任務だと言ってお
りました。また、年度のクラブの方向性
は完全に相互で納得、一致させておか
なければならないそうです。
そして地区からは、地区分担金と特別分担金、RI 人頭
分担金、米山寄付、各種報告・提出書類の速やかな手続
きをお願いされました。そしてガバナー月信に関して、記
事掲載のため、地区役員、各部門、各クラブ幹事、各会
員の皆様には、原稿・写真のデータ提供をお願いするこ
とがありますが、ご協力お願いしますということです。

出席報告

落合会員
落合会員

矢島会員
矢島会員：
会員： 早退します。

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

戸賀崎会員
戸賀崎会員：
会員： パクさんはじめまして!!よろしくお願いします。

41

21

20

0

15

87.80%
87.80%

渡辺（孝）会員
渡辺（孝）会員：
会員： パクさんようこそ。勉強頑張ってください。

スマイル報告

田中会員
田中会員

渋谷会長：
渋谷会長： 先月の地区研修協議会お疲れ様でした。

田中会員：
田中会員： パクさんようこそ。真中会員、雑誌紹介ありがと
うございます。

折原幹事：
折原幹事： 朴さん、ようこそ杉戸 RC へ！

細井会員：
細井会員：栗原会員：
栗原会員： パク・アヒョンさん ようこそ。

石井会員
石井会員：
会員： 熊本地震発生から、2 週間が過ぎました。49 名

舟越会員：
舟越会員： 米山奨学生の朴さん杉戸クラブよろしくね。

の方が亡くなられまだ余震が続いております。被災された

折原（弥）会員：
折原（弥）会員：馬場会員：落合（優）会員：渡辺（良）会員

方には心よりお見舞い申し上げます。パク・アヒョン様よう

篠原会員：渡辺（嘉）会員：小柳会員：仁部会員：真中会員：

こそ。

本日のスマイル

武井会員
武井会員：
会員： 久しぶりの例会場ですね。地区協も終わりいよ
いよ次年度がスタートしました。

下津谷会員
下津谷会員：
会員： 朴さん、ようこそ 2 年続けて素敵な奨学生留
学で幸せですね。

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

２８，０００円
２８，０００円
８２９，０００円
８２９
，０００円
１，２００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽
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米山記念奨学生 朴 娥亭（パク アヒョン）さんです

米山記念奨学生 対面式

2016 年度 米山記念奨学生入学式

懇親会（次年度会長・幹事・カウンセラーと）

平成 28 年 5 月 3 日・5 日 庄和 RC 大凧例会に参加して参りました （石井エレクト）

