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石 井会長
奉仕の理想
真中会員

お客様紹介
杉戸町総合型スポーツクラブ（すぎスポ） 大島 斎禮様
理事長 斉田 壯市様

会長幹事交代式

今週 7 月 3 日バングラディッシュのダッカのレストランで
日本人 7 名が犠牲になるテロがありました。多くの日本人
が巻き込まれたこのニュースに大変驚きました。
この方たちは、ジャイカ（国際協力機構）の発注を受け
たプロジェクトに参加した方々で、バングラディッシュの発
展のために尽くしていた方たちです。我々ロータリークラ
ブと同じように、社会貢献のために若くして活動され、ま
たは定年を迎えてからさらに社会貢献をしていた方々の
痛ましい事件は、テロの恐ろしさと怒りを感じずにはいら
れません。
犠牲になった７人の居住地や勤務地のある神奈川、千
葉、埼玉３県警と警視庁が、100 人態勢で合同捜査本部

✽✽✽会長・幹事 1 年間お疲れ様でした✽✽✽
7 月結婚祝

関口親睦委員長
関口親睦委員長

長岡成郎（8 日）

を設置致しました。神奈川県内６カ所の病院で遺体を司
法解剖して死因を特定し、刑法の国外犯規定に基づき、
殺人容疑などを念頭に捜査することになります。国外犯
の第 3 条で、一定の重大犯罪に対して自国民が被害にあ
った犯罪については、犯罪地を問わず日本国籍外の者

五十嵐貴博（18 日）

に自国の刑法を適用し逮捕することができるのです。

7 月誕生祝

解剖には司法解剖と行政解剖がありますが、司法解

小林朝美（9 日） 下津谷忠（22 日）

剖は殺人事件で、死因を特定します。行政解剖は、犯罪

五十嵐貴博(25 日) 石塚幹正（31 日）

会長挨拶

石井会長

私の年度、初めての例会となります。
1 年間どうぞよろしくお願い致します。
先週は、6 月 30 日に鷹ゴルフ倶楽部で
の親睦ゴルフ、和泉屋での最終夜間例
会がございました。翌日から正式に会
長になると思うと、多少緊張致しました
が、こうして本日会長の時間を務めることになりますと、
身の引き締まる思いです。1 年間楽しいロータリークラブ
になるよう全力を尽くしますのでご協力お願い致します。

性のない異状死体や死因の判明しない死体に対して、死
因の究明を目的として行われる解剖の事です。
1977 年 9 月（昭和 52
年）福田首相の時に、日
航機を乗っ取った日本赤
軍の要求に対して超法規
的措置で、獄中メンバー
が釈放された事件があり
ました。その時着陸したのがバングラディッシュのダッカ
空港でした。私は当時浅草警察におりましたが、山谷逮
捕した殺人犯が釈放されたのを覚えています。

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

日本政府は 10 月 1 日に福田赳夫内閣総理大臣（当



2016-17 年度予算（案）について

時）が「一人の生命は地球より重い」と述べて、身代金と



市民公開講座開催における共催依頼について

超法規的措置として獄中メンバーなどの引き渡しを決断

平成 29 年 2 月カルスタすぎと開催予定の市民講座

しました。

の共催依頼

2016 年 8 月 5 日から 8 月 21

杉戸町、北葛北部医師会、堀中病院、東埼玉総合

日までブラジルのリオデジャネ

病院（共催団体）→共済承認 協賛金￥50,000

イロで開催されます。ブラジル



8/7 流灯まつりについて

国内及び南アメリカ大陸でオリ

主管：親睦委員会・社会奉仕委員会

ンピックが開催されるのは初め

当日設営担当：篠原、細井、田中、渡辺（孝）

てです。しかし心配される治安

飲物購入担当：穂刈、篠原、細井、田中、渡辺（孝）

の悪さについて、リオの殺人発生率は日本の 25 倍、強盗

その他雑貨、焼き鳥発注、乾物 担当： 穂刈

発生率は日本の 660 倍にも及ぶそうです。先日、ゴルフ

※昨年度は、食べ物、飲み物共に 1/3 くらい余ってし

の松山英樹がジカ熱を含むブラジル国内の衛生環境に

まったので少な目に

ついての不安を理由に、日本代表及び候補では、初めて

募金→熊本災害支援

リオ五輪・日本代表入りを辞退しました。世界では、男子

準備 細井会員宅 16；00 集合、

ゴルフのみならず、テニス、バスケットボールなどでも、リ

現地（新井工業）16：30 集合

オ五輪辞退者が続出しているそうです。

予算￥100,000 以内

6 月 29 日（水）当地区の交換留学生がさいたま市の上



田知事のところに表敬訪問をしてきました。そのようすを
7 月 2 日 8:30～「彩の国ニュースほっと」で放送されました。

17:15～19:20 クラブ￥20,000 参加者会費￥2,000


私も見ましたが、リサが映っております。どなたかが DVD
に焼いてくれているそうなので、機会がありましたら例会



ドア当番の徹底について
責任 クラブ運営管理委員会

幹事報告

委員会で担当者任命（２名）例会お知らせに記載日

渡辺幹事
渡辺幹事

次年度地区 RLI 委員会より、平



さいしんの繁盛日について

成 28 年 8 月 27 日（土 9:00 越谷

10 日、25 日は移動例会にする

コミュニティセンターにて開催さ

（さいしん繁盛日・駐車場確保のため）→承認

れるロータリーリーダーシップ研



リサの写真募集

究会（RLI）パートⅠの案内が届

リサの帰国にあたり、1 年間の写真・動画を DVD に

いております。次年度会長予定

編集（加藤会員）します。写真等を持っている方は事

者、ガバナー補佐予定者で未受講の方は必ず推薦

務局までデータでお送りください。

お客様挨拶

と書かれています。


FAX プリンター故障、（2011 年製パーツ保有期間 9
月まで）新規購入 約 3 万円→ 承認

場で皆様にご覧いただきたいと思います。



8 月 5 日（金）凸版印刷ビールまつり

すぎスポ 理事長 斉田 壯市様

古利根川流灯まつり実行委員会より、平成 28 年 7

この度、平成 28 年度通

月 27 日（水）19:00～杉戸町商工会会議室で開催さ

常総会において選任され、

れます、全体会議の案内が届いております。

理事長に就任いたしました。

理事会報告

石井エレクト

8 月例会予定
4 日 8/7 流灯まつり 親睦会に振り替え
11 日 休会（お盆休み）
18 日 誕生祝・雑誌紹介・理事会 留学生報告
25 日 移動例会（和泉屋）12：30 点鐘

本日は例会の貴重なお時
間を頂きご挨拶をさせて頂
きます。私は杉戸町の下高
野に 1946 年昭和 21 年 11 月 28 日に生まれました。
今まで携わってきましたのは、スポーツ少年団で少年
野球（杉戸西ドラゴンズ）所属しておりました。昭和 58 年
から今年で 34、5 年になります。過去に杉戸町では杉戸

レッドスターズ（杉戸

破致しました。その企画運営をすぎスポが町から受託し

小学校）が今から 6

て、お祭りや麻雀、将棋やダンス、様々な事を企画してお

年前に全国大会に

ります。町は財政難ということで皆様のご支援が必要とな

行っております。こ

ります。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

の大会は、全国で 16

雑誌紹介
雑誌紹介

チームだけしか出場
できませんので、甲子園よりも厳しい出場権です。

関口会員

ロータリーの友の 7 月号には、毎

ちょ

年「ガバナーの横顔」という各地区の

うど今頃から予選があり、関東大会を逆転、逆転で打ち

ガバナーの紹介があります。浅水さ

破り札幌まで全国大会へ行く日程が 3 日しかなく、子ども

んが P.25 に載っています。浅水ガバ

たちについては埼玉県で搭乗券を押さえて頂き無事に行

ナーは、ご存じの通り東大卒の弁護

くことができました。うちのチームは県大会準優勝が最高

士で、奥さまは医者です。医者と弁

でした。杉戸町は今少年野球の団員が、80 名を切ろうか

護士の組合せは良いですね。これに葬儀屋さんが加わる

という状況です。一時は 300 名～350 名、10 団体ありまし

と怖いものなしです（笑）。

た。今では 4 団体しかありません。杉戸町にはや鵜 2000



P.7～15 ジョン・F・ジャーム「RI メッセージ」

人の子どもがおりますが、スポーツに関わっている子は

ジョン・F・ジャーム氏は、1976 年にロータリークラブ

25％しかおりません。私達は大島さんをはじめたくさんの

に入会、RI 副会長、理事、財団管理委員と副管理委

子どもたちを育成して、参加者を少しでも多く増やしていく

員長、ロータリー2 億ドルのチャレンジ委員長、RI 会

使命があります。皆様にもご協力して頂きたいと思います。

長エイドなどを歴任してきました。また、ロータリー超

今年はオリンピックイヤーでございます。日本人の多くの

我の奉仕賞、ロータリー財団功労表彰状、特別功労

選手が活躍することを期待して 4 年後の東京オリンピック

賞を受賞し、ジュディ夫人とともに、夫婦でアーチ・ク

に向かって一人でも多くのスポーツ愛好者を増やしてい

ランフ・ソサエティのメンバーとなっています。

ければと思います。

お客様挨拶



P.18～19 2016-17 年度 RI 理事会メンバー紹介
豊田 RC 齋藤直美さんが理事になっています。

すぎスポ 大島 斎禮様

本日は、貴重なお時間を頂きありが

RI 理事会は、RI 会長、RI 会長エレクト、ゾーンの指

とうございます。年に 1 回しかご挨拶に

名委員会から指名され、国際大会で選出される 17

伺えなくて申し訳ありません。すぎスポ

人の理事、全 19 人で構成されています。

はこの度、会長から理事長制になりま

P.40 に RI 理事メッセージがあります。

した。すぎスポ設立の際には、長岡先



P.41「よねやまだより」

生にもご相談して、アドバイスを頂きま

「50 周年を見すえ、新時代に対応する体制づくりを

した。2000 年にスポーツ基本法が変わりまして、各市町

目指して」

村に一つ以上総合型の子どもから大人までスポーツ推



進が出来る施設を設立するということで助成金が出たの
ですが、5 年すぎましたら無くなってしまったので、ロータ

P.43「ロータリー日本 100 周年」
『ロータリー日本 100 年史』が 2020 年に刊行



P.44～45「ロータリー

リークラブさんには設立の時から金銭面でずいぶんとお

財団 100 周年」

世話になりました。改めてお礼申し上げます。おかげ様で

アトランタ世界大会で

現在 520 名に会員が増えまして、特に仁部先生の地盤で

は、当地区では 200 名

あるエコスポいずみのプ

の参加を予定している

ールを閉鎖して体育館

そうです。

に変えたのですが、プー



縦 P.22「ロータリーアットワーク」さいたま中央 RC の

ルのときには延べ 6 万

記事が載っております。（創立 50 周年、芸術劇場に

人使っていたのですが、

像を寄贈）

昨年 27 年度 6 万人を突

出席報告

武井会員
武井会員

廣井会員：
廣井会員： 急用のため、お先に退出させて頂きます。早川

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

G 補佐、長谷川 G 補佐幹事、鈴木会長ようこそ。1 年間お

41

21

20

0

9

73.17%
73.17%

疲れ様でした。

スマイル報告

落合会員
落合会員

大島 斎禮様
斎禮様： 今年も宜しくお願いします。
石井会長：
石井会長： 会長として最初の例会です。「楽しいロータリー
クラブを作るため全力を尽くしますので、皆様のご指導、
ご協力の程よろしくお願い致します。

渡辺幹事
渡辺幹事：
幹事： 幹事に就任しましたので 1 年間宜しくお願い致
します。

渋谷会員
渋谷会員：
会員： 石井会長、渡辺幹事、1 年間リーダーシップを
発揮して頑張ってください。

関口会員
関口会員：
会員： 120 万円目標に少し近づいたかな？会員協力
して目標達成しましょう。

折原会員
折原会員：
会員： 石井会長、渡辺幹事、1 年間よろしくお願いい
たします。

長岡会員
長岡会員：
会員： 会長、そして幹事さん頑張ってください。
矢島会員
矢島会員：
会員： 石井会長、渡辺幹事、宜しくご指導ください。ク
ラブ入会 22 年目 25 周年目指します。

田中会員
田中会員：
会員： 早川 AG、長谷川 AGS 大変お世話になりました。
1 年間ご苦労さまでした。

仁部会員
仁部会員：
会員： 7/7 七夕ですが、愛しい方と今晩会えますよう
に。

落合（喜）会員
落合（喜）会員：
会員： 前会長渋谷さん、幹事折原さん 1 年間ご
苦労様でした。今日から新年度、石井会長、渡辺幹事 1
年間お世話さまに成ります。

第２３５１回例会 ２０１６年７月１４日
交換留学生合同フェアウエルパーティ

田中会員
田中会員：
会員： 石井会長、渡辺幹事、1 年間宜しくお願い致し
ます。

武井会員：
武井会員： 石井会長、渡辺幹事 1 年間頑張ってください。
出席してきました。

下津谷会員
下津谷会員：
会員： 石井会長、渡辺幹事、今年度よろしくお願い
します。それにしても急に暑くなりました。

井上会員
井上会員：
会員： 会長、幹事よろしくお願い致します。
真中会員
真中会員：
会員： 本日は五節句のうち 4 番目の七夕です。例会
終了後、夕方から上野七夕祭り大宴会に出席します。

関口会員：
関口会員： 石井会長、渡辺幹事、1 年間よろしく。7 月 29 日
夜間例会（雅楽の湯）出席よろしく。

栗原会員
栗原会員：
会員： 石井会長、奥さまが留守の時は、電話ください。
関口委員長さま今年度最後に、面白かったり、素敵な文
面には賞金ください。宜しくお願いします。

馬場会員
馬場会員：
会員：廣井会員：宮田会員：石塚会員
廣井会員：宮田会員：石塚会員：中野会員
会員：中野会員
渡辺（嘉）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

３２，００
，０００円
３２，０００円
３２，０００
円
１，３００，０００円
１，３
００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

