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第２３４２回例会
第２３４２回例会 ２０１６年５月１２日
２０１６年５月１２日
点鐘
四つのテストの唱和
本日のゲスト
5 月誕生祝

渋 谷会長
真中会員
米山奨学生 朴 娥亭さん

遡っていくと現在私たちが存在しているのも、ある起点
からこのような因果関係で成り立っています。そう考える
と遠い先祖にも感謝をしたい気持ちです。

各種表彰（米山特別寄付）

古谷 豊（6 日） 戸賀崎 千夏（7 日）

会長挨拶

渋谷会長

5 月に入り、先日から世界的に
「パナマ文書」が話題になっており
ます。パナマと言うと北米と南米の
間、カリブ海にある小さな国ですが、
そこにある法律事務所が保持して
いる文書が流出し今世界的に問題
になっています。それは、タックスヘイブンと呼ばれる（税
金を避難できる場所・地域）があり、そこは自国の産業が
ないため、税金を著しく安くするかわりに資金を移してくだ
さいということで生き残っている地域です。そこに、課税逃

落合（喜）会員：篠原会員 （第 4 回マルチプル）

幹事報告


念特別企画「財団学友シンポジウム」の案内が届い

ナマ文書として国際問題になっているわけです。富裕層
がこのリストの中にいないことを願うばかりです。
「風が吹けば桶屋が儲かる」ということわざを知っていま
すか？風が吹けば砂埃のために目を病む人が多くなり、
目を病んだせいで失明すれば音曲で生計を立てようとす
るので三味線を習う人が増え、三味線の胴に張る猫の皮
の需要が増える。そのため、猫の数が減少し、猫が減れ
ば猫が捕まえる鼠の数が増える。鼠は桶をかじるから桶
がよく売れるようになり、桶屋が儲かる・・・というかなり強
引な話ですが、とにかく、物事にはこのように深い因果関
係があるというのを一言で表したのがこのことわざです。
ある統計学の本によると、風が吹いて・・・から桶屋が儲
かる確率というのが 0.8％なのだそうです。

学友部門より、平成 28 年 7 月 10 日（日）13:00～越
谷市北部市民会館にて、ロータリー財団 100 周年記

れの資産家や多国籍企業が集まりそのリストが流出しパ
の多いロータリアンですが、職業倫理を謳うロータリアン

渋谷会長

ております。


地区事務所より、2016-17 年度部門セミナー登録料
一括振込み（81,000 円）の案内が届いております。



（公財）埼玉県腎・アイバンク協会より、平成 28 年 6
月 4 日（土）14 時～埼玉県県民健康センターにて開
催される「第 27 回総会」の案内が届いております。

理事会報告

石井エレクト

6 月例会予定
2 日 国際大会に振り替え
9 日 誕生祝・雑誌紹介・新旧理事会
16 日 各委員会実績報告
23 日 クラブ協議会（次年度）
30 日 親睦ゴルフ・夜間最終例会 和泉屋

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





国際大会について 1



その他

成田空港への送迎について（5/27・5/31）

・2016 年規定新議会 結果報告会 6 月 11 日出席者

※東武観光越谷支店より伺いあり 要・不要

について 1 人 3,000 円→石井エレクト、関口 PG

送迎バス 1 人 12,000 円 細井自動車発

・地区より「熊本地震災害支援」義損金のお願いあり

リサの旅費 198,000 円について→6 月末までに寄付

会員 1 人につき 1,000 円

を募る （5/12 現在 132,000 円、前金 151,160 円クラ

→41,000 円振込済み（5/11）

ブより振込済み）※燃油サーチャージ・空港税約

・6/30 親睦ゴルフ・最終夜間例会 和泉屋 登録料

7,000 円別途支払いあり

7,000 円

次年度委員会委員長および委員について

◎委員長 ○副
クラブ奉仕・管理運営委員会
プログラム・ロータリー情報
会報・雑誌
会員増強・退会防止

親睦・出席

◎渡辺 孝

米山奨学生報告

朴 娥亭さん

本日は初めてお会いする方もいらっ
しゃいますのでまた自己紹介をさせて

◎栗原 偉憲

頂きます。私の名前はパク・アヒョンで

○大作 茂

す。韓国ソウルの出身です。先月はア

◎篠原 達幸

メリカのドラマを見過ぎて視力を落とし

○落合 優智

たと言いましたが、最近は腰痛で病院

◎折原 正昭

に通っています（笑）。先週は米山入学式で同じ埼玉大学

○新井 武
◎関口 博正

の学生と友達になりました。来週土曜日には大宮中央

○落合 喜彦

りました。それまでに腰痛を治したいと思います。

RC の中国出身の奨学生と奉仕活動に参加することにな

雑誌紹介
職業奉仕委員会
社会奉仕委員会
国際奉仕委員会
青少年奉仕委員会
ロータリー財団委員会
米山記念奨学委員会

◎田中 昌夫
○古谷 豊
◎馬場 茂明
○小林 朝美
◎戸賀崎 千夏
○真中 博克
◎宮田 雄一

真中会員

本日のロータリーの友は、横欄の
P.18～20 をご覧ください。This Close
「ポリオ撲滅に取り組むロータリアンた
ち」の最初に 7 月 20 日に行われた浦
和南 RC の募金活動の様子が掲載さ
れております。100 円で子どもひとりの

○折原 正昭

命が救えることを訴えて募金活動を行ったと書かれてお

◎廣井 慎一

ります。当クラブでも昨年音楽祭で同じように呼びかけを

○深瀬 英太郎

しましたね。様々なクラブで「ポリオ撲滅」の募金を行って

◎渋谷 忠明

おりますのでご一読ください。

○船越 芳朗

次に縦欄の P.14「友愛の広場」を

会長

石井 眞一

ご覧ください。P.14 の「ロータリー歴

直前会長

渋谷 忠明

53 年公式訪問日に誕生日」P.60「94

会長エレクト

歳で優勝月例ゴルフ大会」をご紹介

幹事
副幹事

渡辺 良一

会計
会場監督（SAA）

石塚 幹正

監査

矢島 紀一

します。どちらの方もチャーターメン

井上 勝雄
中野 恒明

※米山記念奨学生カウンセラー

渋谷 忠明

※クラブ研修リーダー

渋谷 忠明

バーでご高齢でありながらお元気で
50 年以上半世紀も出席率 100％を誇っています。私も出
席率は良い方だと思っていますが 100％というのは大変
なことです。
そして、同ページ「60 歳還暦からの応援歌」もご覧くだ
さい。それぞれの年代のテーマのようなものが書かれて
います。バラエティー（多様性）に富んだ 20 代、スペシャリ

ティー（専門性）に集中する 30 代、オリジナリティー（独自

出席報告

落合会員
落合会員

性）が求められる 40 代、パーソナリティ（人間性）に尽きる

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

50 代。60 歳の還暦というと昔は、いつお迎えが来てもお
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78.05%
78.05%

かしくない年齢だと言われていましたが、今の 60 歳は「あ

スマイル報告

とは余生を過ごすだけ」というにはまだまだ元気です。60

渋谷会長：
渋谷 会長： 今日はスガスガしい天気ですね。心がはずみ

代は一体どんな年代なのだろうかと彼は言っています。

落合会員
落合会員

ます。今度もあと 2 ヶ月よろしくお願いいたします。

私は思いますが、「もういつ死んでも構わない」とは絶対

石井会員：
石井会員： 5 月 3 日（火）庄和 RC の大凧例会に出席しまし

言ってはいけません。私の友達もそんなことを言って早く

た。残念ながら大凧は揚がりませんでした。また 5 月 7 日

亡くなってしまいました。ぜったい 100 歳まで生きると言い

（土）は米山記念奨学生の入学式に出席させていただき

続けるとお迎えも来ないそうです。そして 100 歳でお迎え

ました。パク。アヒョンさんのスピーチは立派でした。

が来たら「私はつんぼで聞こえない」と言いなさいと教わ
りました（笑）。

落合（喜）会員
落合（喜）会員：
会員： 12 月 9 日から本日まで 5 カ月間長期欠席
し申し訳ありませんでした。まだ元の身体にはなっていま

次に P.18「卓話の泉」から、「東海
道五十七次」をご覧ください。東海道
が大阪までの五十七次だったことをご
存じでしょうか。歌川広重の「東海道
五十三次」の影響で学校では東海道
は京までの五十三次と教えるために
五十三が定着していますが、実際は大阪までの五十七
次なんですね。

せんが、食事他行動に無理せずロータリー活動に頑張り
ます。

関口会員
関口会員：
会員： なんだか暫くぶりのような気がします。すっかり
夏の気配です。

新井会員
新井会員：
会員： 本日、町長に同行し開宿 400 年の杉太郎の伝
達式に参加させて頂きました。

下津谷会員
下津谷会員：
会員： 妻がペットボトルキャップを 2 袋集めたので
運んできました。

今年 10 月 30 日は、杉戸宿開宿 400 年を迎えます。杉
戸宿は 1616 年、日本橋から日光へ向かう 21 の宿場町の

田中会員
田中会員：
会員： 落合さん退院おめでとう、真中さん雑誌紹介あ
りがとうございます。

5 番目の宿場だったそうです。歌川広重の浮世絵には、

篠原会員
篠原会員：
会員： お客様ようこそ。

杉戸宿東側入口に弁天池があり、その池の周りが描か

矢島会員
矢島会員：
会員： 真中さんお世話様です。

れているそうです。10 月 30 日の記念式典では、関口さん

古谷会員：
古谷会員： すぎぴょんと杉太郎に開宿 400 年の任命状を

のところから堺県道入口まで通行止めをして祝うそうです
ので皆さんで参加して頂ければと思います。

会員報告

落合（喜）
落合（喜）会員

先ほども申しましたが、入院をして長

渡しました。

武井会員：
武井会員： 昨日はパスト地区幹事会があり、井原ガバナー
の卓話を聞きました。

栗原会員：
栗原会員： 会長のジャケットは目がちかちかしますね。

期欠席を致しまして皆様には大変ご迷

パク・アヒョンさんに次からはスマイル発表してもらおうと

惑をおかけ致しました。病名は「胆管

思っています。みなさん温かく見守ってください。

癌」です。昨年亡くなった女優の川島な

篠原会員：
篠原会員：舟越会員：お客様ようこそ。

お美さんは同じ胆管癌でも悪性のもの

深瀬会員：
深瀬会員： あついですね。

でした。私は幸いにも良性でしたので、

真中会員：
真中会員：渡辺（嘉
会員：渡辺（嘉）会員
渡辺（嘉）会員

このとおり元気に復帰をすることができました。茨城の獨

本日のスマイル

協大学病院から、そのまま井上葬祭に行くはずだったの
に自宅に帰ることができ本当に幸せだと思っております。
しかし、転移での再発を防ぐため様々な臓器を摘出した
のでまだ体力は完全ではありません。食事も 6 回に分け
てとっています。ただしゃべる方は前以上になりましたの
で、また皆様と楽しくロータリーで過ごしたいと思います。

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

２６，０
２６，０００円
，０００円
８５５，０００
８５５，０００円
，０００円
１，２００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

