Rotary Club

of

SUGITO

杉戸ロータリークラブ週報
2015～
2015～2016 年度 RI のテーマ
Be a gift to the world
会長 渋谷 忠明

幹事 折原 正昭

http://www.sugito.club

第２３４５回例会
第２３４５回例会 ２０１６年６月２日
２０１６年６月２日
5 月 27 日（金）～ソウル国際大会に振り替え

カウンセラー報告

廣井会員

リサは来日して 10 ヵ月にな
り、日本語もかなり上達しまし
た。ヨーロッパから日本に来て、
このように修学旅行や国際大
会などで他のアジアの国を見
る機会があったことは本当にラッキーだったと思います。
しかし、いよいよ留学生も帰国する時期となりました。
地区では 6 月に帰国する留学生もいるので、来週地区の
送別会が行われる予定でこれが最後の行事となります。
リサは、8 月 13 日帰国予定ですが 7 月 14 日（木）春日

第２３４６回例会 ２０１６年６月９日

部西クラブと合同で、フェアウエルパーティ（送別会）が開

点鐘
渋 谷会長
奉仕の理想
君が代・ロータリーソング
四つのテストの唱和
廣井会員
交換留学生 リサ・ドュイさん
本日のゲスト

催されます。これは、お世話になりました春日部共栄高

米山奨学生 パク・アヒョンさん

留学生報告

校の学校の先生や生徒も参加するので、同じ高校に通う
春日部西クラブの留学生の「リク君」と合同で行うことにな
っております。木曜日なので例会振り替えになっておりま
す。皆様の参加をお待ちしております。

リサ・ドュイさん

そして、本日まで 2 カ月間、矢島会員

皆さんこんにちは。日本に来てから

のところでお世話になっておりましたが、

10 ヵ月経ちました。日本の文化をたくさ

今日から篠原会員のお宅でお世話にな

ん学んできましたが、日本はとても興

ります。矢島さんは、大変リサを可愛が

味深い国です。このように日本に住む

ってくれまして、何かあると私の方が怒

機会が出来てとても嬉しいです。
私は日本での生活や経験から今ま
でと異なる目線で様々なことを見ることができるようにな

られてしまうという状況でした（笑）。カウンセラーとしてと
ても感謝しております。ありがとうございました。

奨学生報告

パク・アヒョンさ
パク・アヒョンさん

りました。帰国まで残り少なくなってしまいましたが、これ

皆さんこんにちは。私はパ

からも日本にいる間、色々なことを経験し、色々なところ

ク・アヒョンです。埼玉大学に

に行ってみたいと思っています。学校の修学旅行ではシ

通っています。今、期末考査

ンガポールとマレーシア、先週は韓国の国際大会にも行

の期間で明日試験があります。

くことができました。これは、杉戸ロータリークラブの皆さ

とても難しくてどうしようかと悩

んのおかげです。とても感謝しています。

んでいますが、まだ 20 時間あるのでなんとかしようと思っ

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

ています（笑）。実は 1 年生の時から母に「いつ成績見せ

幹事報告

てくれるの？」と言われていますが、「私の成績を見たら、



折原幹事

次年度青少年部門より、平成 28

ショックで倒れるから・・・」と言って見せていません。卒業

年 7 月 30 日（土）13:00 より越谷サ

するまでには、母に見せられる成績をとらなければと思っ

ンシティホールにて開催される「青

ています。

少年奉仕部門セミナー」の案内が

6 月誕生祝

届いております。

渡辺孝会員（15 日） 武井会員（18 日） 加藤会員（26 日）

会長挨拶



まつり打ち上げ花火協賛金のお願いが届いておりま

渋谷会長

先日はソウル国際大会にご出席頂
きありがとうございます。私と折原幹

㈲アグリパークゆめすぎとより、第 14 回アグリの夏
す。一口 5,000 円 7 月 17 日締め切りです。



事、栗原会員、中野会員の 4 名は皆

杉戸町観光協会より、第 23 回古利根川流灯まつり
賛助金のお願いが届いております。

さんとは別の格安ツアーでソウルに

理事会報告

行きました。いつもですとリムジンバ

7 月例会予定

スやタクシーで移動するのですが、今

石井エレクト

7 日 誕生祝・雑誌紹介・理事会

回は初めて地下鉄や鉄道を利用して

14 日 フェアウエルパーティに振り替え

旅行をしました。とてもチープな旅でしたが、現地の交通

21 日 国際大会報告・会員卓話

機関をいい経験ができました。

28 日 夜間例会

先日、大宮で終電を逃した時、マンガ喫茶を利用する



7/14 フェアウエルパーティについて

と大変便利であると話しましたが、もう一つ便利な方法を

日 時： 7 月 14 日(木) 夕刻から

発見致しました。鉄道博物館の近くに、「お風呂カフェ う

場 所： パルフェ （フラールガーデン春日部の前）

たたね」 という温泉施設があるのをご存じでしょうか。簡

会員約 12 名～15 名、ホストファミリー約 5 名、学生、

単に言うとスーパー銭湯とマンガ喫茶が一緒になった施

春日部共栄の先生が参加 会員登録料： 6,000 円

設です。最近では女性にも人気があり、中の施設はお洒



新入会員情報について

落でとても快適です。ここは、駐車場 200 台完備で利用者

日本保健医療大学

は無料で止められます。大宮で飲みたいときは、一度こ

教授 熊坂 隆行（くまさか たかゆき）

こに車を止めて「鉄道博物館駅」からニューシャトルで大

有限会社 杉戸自動車

宮駅へ行き帰りはこの施設でゆっくり温泉につかり朝ま

社長 泰楽 秀一（たいらく しゅういち）

で過ごすことができます。

入会日については未定、調整中
ところで皆様は、大宮か



その他

ら出ているニューシャトル

・2016-17 年度計画書の仮刷り

をご存じでしょうか。東

・ペットボトルキャップ回収報告 今年度 3900.18 ﾄﾞﾙ

北・上越両新幹線の高架
張り出し部分を活用した

（一人当たり 102.63 ﾄﾞﾙ） 地区内 1 位
次年度よりエコキャップは小柳会員事業所ではなく、

高架方式の新交通システムで、大宮・上尾・伊奈の地域

地区で回収、アルミ缶・ペットボトル本体は小柳会

住民の足として導入されました。駅はバス停並みに 1km

員事業所（ウム・ヴェルト）

ごとで車両は小型軽量でゴムタイヤのため騒音・振動は

・アグリパーク花火協賛金→

少なく、冷暖房も完備しており、乗り心地は快適です。

・夏祭り、流灯まつり賛助金→ 50,000 円 50,000 円

私の年度も残り 1 か月となりました。色々なチャレンジ
をしようと思っていたのですが、会長の時間を務めるのが

10,000 円

（7/1 締め切り）
・リサ旅費総額 216,670 円、 ※寄付 132,000 円

精一杯でした。年度が終わっても細やかなチャレンジをし

クラブ負担 84,670 円（6/9 現在）

ていきたいと思います。

6 月末日まで寄付を募集する

雑誌紹介

真中会員

が建てられてから、新宿副都心の高層ビル群、東京都庁、

縦欄の P.9「わがまちそしてロータリ

東京ミッドタウン・タワー、東京スカイツリーなど高い建物

ー」をご覧ください。福島県の南相馬

が次々と出来ています。ついこの間、大阪のあべのハル

市が紹介されています。ご存じの通り、

カスが日本一だと思ったら、今は三菱地所が丸の内に

5 年前の東日本大震災で甚大な被害

390m のビルを建築予定なのだそうです。

を受けました。地震、原発事故、津波

昭和 45 年頃、私は芝

で南相馬市でも 1,000 人以上が亡くな

大門にある東京都交通

り、そのうちの半数近くが避難先での震災関連死だった

局 大門庁舎の７階で数

そうです。4 月に発生した熊本地震でも車上生活によるエ

年間勤務しておりました。

コノミー症候群で亡くなる方が多くありました。大地震で運

そ の頃は東京 タワー の

よく助かってもこんなことで命を落とすことがあるとは、な

全 貌 が 交 差 点 か ら でも

んとも言えない空しさがあります。

一望できました。なつかしいですね。今では東京タワーの

南相馬 RC は、2007 年の創立です。会員数 25 人震災

姿などどこにも見ることが出来ません。

の時にはまだ 4 年目でした。とにかく、ロータリー活動が

次に、次ページの「料理同の歩み・徒弟制度」をご覧く

出来る状態ではなかったそうです。地震と津波、さらに原

ださい。調理師の資格を取得すれば、その時点で調理師

発事故を受けての緊急避難や屋内退避。会員の安否確

ですが、しかし職人や料理人と呼ばれるには、昔は徒弟

認だけでも大変で、ようやく理事会を開けたのは 4 月末で

関係を結び丁稚奉公をするのが通例です。つまり、弟子

した。会員も被災者です、それぞれ家族や親戚の方が亡

入りするということは、掃除やお使い、親方の雑務も行う

くなったり行方不明になったりしているのです。

過酷な修行期間ということですね。しかし、現在では、社

現在の地区ガバナーである酒井さんは、当時ガバナー

会情勢の変化により新たな技術継承の方法を考えていく

補佐として、被災対策、復興支援に奔走しました。クラブ

必要に迫られています。親方から受ける指示は、単なる

には、国内外のロータリアン、知り合いからの支援の申し

雑用に見えることも全て修業の一環であるという理屈は

出が続き、支援の受け入れ先を探す、行政の窓口とつな

今の若い人には通用しませんからね。

ぐ、打ち合わせに来るお客さんを福島駅まで送迎するな

ところで、この文

ど右往左往し、携帯電話の料金が 20 万円にもなったそう

章の最後に五味五

です。しかし、震災から 9 か月経った 12 月、南相馬 RC と

色五感を大切にし

東京青山 RC 東京杉並 RC で、「ジャ

五節句を理解する

ズトランペッターの日野照正カルテ

とあります。この五

ットのライブ」が市内で開催されまし

節句をご存じでしょ

た。市内のロータリークラブも共催し、

うか。私は知らなか

この事業を成功させたことで自分た

ったのですが、1/7 人日(じんじつ)（七草の節句）・3/3 上

ちも自信を取り戻したと語っていま

巳(じょうし)（桃の節句）・5/5 端午(たんご)（菖蒲の節句）・

す。

7/7 七夕(しちせき)（笹の節句）・9/9 重陽(ちょうよう)（菊の

この震災で福島県内の RC は、さらに絆を深めたクラブ

節句）。五節句の日付を見ると、人日（1/7）以外は月と日

もあれば、思いを残しながら解散の道を選んだクラブもあ

の数が同じ、それも奇数。これは五節句の発祥の地、中

ります。それぞれの事情があり、思いがあるようです。

国で奇数は「陽数」でこれが月日の形で重なる日は目出

次に、P.20「卓話の泉」東京の超高
層ビルの話をご覧ください。超高層建

度い日という考えが有ったためのようです。
今回で私の雑誌紹介は終わりです。1 年間お付き合い

築物の統一された定義はありませんが、

いただきましてありがとうございました。いつも斜め読み

おおむね 1000 メートル以上の高さの建

をしている「友」ですが、この 1 年で私も大変勉強になりま

物を超高層建築物と呼ぶそうです。東

した。次年度の委員長は篠原さんですが、どうぞよろしく

京には、地上 36 階建ての霞が関ビル

お願い致します。

会員報告

関口会員

杉戸宿開宿 400 年プロジェクトの
一環として、2015 年の 12 月に創刊さ
れました『スギトゴト』vo3 に渡辺嘉一
会員が載っています。タイトルにもあ
るように伝統ある杉戸の本神輿を復
活させたのですね。ご本人は大変謙
遜しているようですが、とても良い写真だと思います。他
にも流灯まつりでは、栗原会員、杉戸夏まつりでは渋谷
会員が実行委員長として載っています。石塚会員も写っ
ていますね。ほとんどが杉戸 RC の会員で誇らしく思いま
す。是非ご一読ください。

出席報告
出席報告

落合会員
落合会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

41

25

16

0

13

92.68%
92.68%

スマイル報告

落合会員
落合会員

渋谷会長：
渋谷会長： ソウル国際大会お疲れさまでした。
折原幹事：
折原幹事： 韓国国際大会楽しかったです。
石井エレクト：
石井エレクト： 関東甲信地方梅雨入りしました。毎日うっと
うしい日が続きますが、体調管理には充分気を付けてくだ
さい。

大作会員
大作会員：
会員： 久しぶりに出席させていただきました。

栗原会員：
栗原会員 ： 真中さん雑誌紹介ありがとうございます。ソウ
ルは楽しかった。毎月行きたいと思いました。渋谷会長が、
南銀にいるとみんながあいさつに来ます。

仁部会員
仁部会員：
会員： 渋谷会長、残り 1 か月ファイト！

石塚会員：
石塚会員： 早退します。

矢島会員
矢島会員：
会員： 1995 年 6 月 6 日新ロータリークラブに入会。

廣井会員：
廣井会員 ： 本日はこの後会議があるため早退させて頂き

21 年目となる今、ロータリークラブとは？

加藤会員
加藤会員：
会員： 梅雨空でうっとうしいばかりでなく、外で仕事の
方はご苦労が多いと思います。こんな季節はアジサイの
七変化を楽しむ心の余裕が欲しいものです。

宮田会員
宮田会員：
会員： なかなか出席できなくてスミマセン。
渡辺（良）会員
渡辺（良）会員：
会員： 便利な言葉。①記憶にありません。②新し
い判断です。

関口会員
関口会員：
会員： 韓国世界大会、金沢日台親善会議と続いて出
席して来ました。

武井会員：
武井会員： 真中さん雑誌紹介ご苦労さまです。
真中会員：
真中会員： 本日は孫の 8 才の誕生日、私の最後の雑誌紹
介です。1 年間お世話さまでした。

下津谷会員：
下津谷会員： 無事国際大会から帰国、グルメ旅行になりま
したが楽しかった。

田中会員：
田中会員： 真中会員、雑誌紹介ありがとうございます。
長岡会員：
長岡会員： ごぶさたしています。

ます。

中野会員：
中野会員： 真中会員、雑誌紹介ありがとうございました。
落合（優）会員：
落合（優）会員： 今日を含めあと 4 回で今期も終わりますが
私 12 月から 4 月まで 5 カ月間病欠で皆さんに大変ご迷惑
をお掛け致しました。次年度は出来るだけ頑張りまーす。

馬場会員
馬場会員：
会員：折原（弥）会員：戸賀崎会員：渡辺（孝）会員

本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

３２，０
３２，０００円
，０００円
９３４，０００
，０００円
９３４
，０００
円
１，２００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

