
   
    

 

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 
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会長会長会長会長    石井石井石井石井    眞一眞一眞一眞一        幹事幹事幹事幹事    渡辺渡辺渡辺渡辺    良一良一良一良一 
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第２３５７回例会第２３５７回例会第２３５７回例会第２３５７回例会    ２０１６年８月２５日２０１６年８月２５日２０１６年８月２５日２０１６年８月２５日    

移動例会（和泉屋）移動例会（和泉屋）移動例会（和泉屋）移動例会（和泉屋）12:3012:3012:3012:30 点鐘点鐘点鐘点鐘    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     石井会長    

ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング                手に手つないで    

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                    渋谷会員 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                         石井石井石井石井会長会長会長会長    

  リオ・デジャネイロオリンピックが

終わりました。日本選手の皆さん、

連日めざましい活躍ぶりでしたね。

次の東京五輪に向けて、日本全体

が勇気づけられるような、素晴らし

い大会でした。金 12 個、銀 8 個、銅

21 個で合計 41 個と過去最多となっ

たメダル獲得数、また同じく過去最多となった 87 種目の

入賞です。そして、オリンピックの最後に話題をさらったの

が、閉会式にサプライズ登場した安倍首相。東京五輪PR

動画の後、マリオの扮装でステージ中央の巨大な土管か

ら登場し、会場の大喝采を浴びました。「東京で会いまし

ょう」というメッセージが印象深かったです。 

  台風9 号が 11 年ぶり関東に上陸しました。台風が通過

するタイミングが週明けの日中ということもあり、埼玉県

や東京都の西部などで大規模な冠水が相次ぎ交通機関

への影響が広がりました。しかし、期待したものと言えば、

関東地方の水不足解消。神奈川の相模原方面のダムで

は恵みの雨となりましたが、広い範囲で見ると期待ほど

の成果は得られなかったようです。 

  8 月 23 日に春日部 RC の移動例会に出席して参りまし

た。春日部市のうなぎ伊志河 （いしかわ）で開かれました。

当日は、青少年交換でスロバキアから来ている留学生の

男の子も箸を使ってうなぎを上手に食べていました。 

 本日は宮代町の公務のため早退いたします。後は渋谷

直前会長よろしくお願いいたします。 

  

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事    

� 管理運営部門より、平成 28 年 9

月 24 日（土）9：00  越谷市中央

市民会館にて開催されるロータ

リー・リーダーシップ研究会(RLI)

パートⅡの案内が届いておりま

す。 

� 来週は杉戸小学校、第二小学校であいさつ運動が

あります。分担は後日ご案内いたしますが出席のご

協力よろしくお願い致します。 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告                                                    社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長社会奉仕委員長    馬場会員馬場会員馬場会員馬場会員    

  先週の理事会報告にもありました

が、平成 28 年 11 月 23 日（水・祝）第

6 回杉戸町音楽祭は、「R 財団 100 周

年記念事業」とコラボすることになり

ました。多目的ホールのギャラリーに

財団の歴史が記載されたパネル 7 枚

を展示し一般の方々に見て頂くことと、

音楽祭の舞台上にも 100 周年の横断幕を掲げることにし

ました。皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

  また来週 9 月 1 日には、新学期あいさつ運動がありま

す。今回は、杉戸町教育委員会からもスタッフが来 PTA・

教員など大勢で行われるそうですので、人数によっては

数校増やして行うことになるかもしれません。朝早くて恐

縮ですが、皆様のご協力をお願い致します。 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告                                                                    親睦委員長親睦委員長親睦委員長親睦委員長    関口会員関口会員関口会員関口会員    

  先日大宮清水園にて、濱野 PG を偲

ぶ会が開かれました。地区の殆どの

パストガバナー、近隣の会長幹事、部

門委員長などが集まり盛大に行われ

ました。ちょうど濱野年度の地区幹事



を務めた大宮シティ RC の恵川さんの隣になりまして、9

月 21 日に杉戸 RC からメイキャップツアーに行きますよと

いうことになりました。後ほど案内を出しますので希望者

は事務局までお願い致します。 

 先日、親睦委員会よりアンケートを出しました。強制で

はありませんが、皆さんのご協力をお願い致します。 

会員会員会員会員報告報告報告報告                                                                                                                        栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員    

先日ようやく流灯まつりの片づけ

が終わりました。4 月 15 日から始ま

った流灯まつりの事業ですが、舟の

引き上げをもってようやく終わりにな

ります。皆様には寄付金のご協力を

頂き誠にありがとうございました。今

回の仕掛け花火は初めてでしたので、また来年に向けて

皆様に喜んでもらえるようにしたいと思いますので引き続

きご支援をよろしくお願い致します。 

7 月末に地区のメンバー40 人で富士山に登って来まし

た。家のクラブからは私と渋谷会員、馬場会員が参加の

予定でしたが、急きょ仁部会員も参加し無事に富士山の

ご来光を見て参りました。人生観が絶対変わると言われ

るご来光でしたが、何も変わりませんでした（笑）。見る人

が見れば・・・ということでしょうか。登山で頂上まで到達

すると、どこかホッとしてしまい、あとは下るだけだから楽

勝だろう、と思う人も少なくないかも知れませんが、実は

登山で本当に過酷なのは下りです。人生も同じで大変な

のは後継者への引き継ぎなのかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員報告会員報告会員報告会員報告                                                                                                                    渋谷渋谷渋谷渋谷会員会員会員会員    

7 月の杉戸夏祭りの報告をさせて

頂きます。今年の 7 月は大変涼しか

ったせいか来場数が多く 11 万人との

報告がされています。 

また、いつもは神輿同士の小競り

合いがあり、警察が来ること度々で

すが、今年はそのようなこともありま

せんでした。来年も安全に夏祭りが行えるよう運営をしま

すので、皆様のご協力よろしくお願い致します。 

米山奨学生のパク・アヒョンさんは、今月より韓国ソウ

ルに帰省しています。9 月に戻ってくるのでまた報告をし

てもらいます。 

会員報告会員報告会員報告会員報告                                                                                                                    仁部仁部仁部仁部会員会員会員会員    

  先ほどまで 9 月に開催される議会

の準備をしておりました。ご存じだと思

いますが、杉戸町の人口は8月1日で

4 万 6 千 9 人になりました。人口も税

収も縮小傾向にあります。おそらく将

来的には宮代町、幸手市を含めたか

たちで一緒になる方向になるのではと思っております。 

  私の本業はお寺の住職であります。霊園もありますの

で、7 月のお盆 8 月のお盆、9 月にはお彼岸もあります。1

年で一番忙しい時期に、議会と重なってしまいました。私

の寺では、始まって以来の新盆の数です。先ほどの人口

の減少とも重なりますが、平均年齢は 90 歳くらいです。

葬儀の時の会葬者の数も 30 を超えることがめったにあり

ません。亡くなった方の息子さんでも 70 歳くらいです。お

孫さんの代になるとお爺ちゃんのお葬式に会社関係の方

は来ませんね。そうするとだいたい 30 名くらいです。今年

は、最高齢は 102 歳でした。私の最高は 108 歳の方をお

つとめさせて頂きましたが 108 歳になるとどの方がお子さ

んなのかお孫さんなのか分からなくなります。 

今ではおよそ 90％の方が葬祭場で葬儀をするので、

自宅で葬儀をする方は殆どありません。杉戸町は開宿

400 周年ですが、現在宿泊施設がありません。よって遠

方の親戚の方には、葬儀の後は幸手や春日部のホテル

に宿泊をしてもらっている状態です。前から思っています

が、杉戸町にもホテルなどの宿泊施設があれば町として

の発展もあるのではないかと思っております。このように

住職としての目線から見ることも議員として生かして行け

ればと思っております。これからもご指導お願いします。 



会員報告会員報告会員報告会員報告                                                                                                        落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員    

 杉戸町の人口減少について、近隣市

町の例などをあげて座談会形式で話し

合いました。落合会員を中心に各会員

が都心へ向かう交通の便や近隣との

合併や若い人に引っ越して来てもらう

かなどについて意見を交わしました。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員    

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    12121212    29292929    0000    15151515    65.8565.8565.8565.85%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                           栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員    

石井会長石井会長石井会長石井会長：：：：    8 月 23 日（火）春日部ロータリークラブの移動例

会（伊志河うなぎ）に渡辺幹事と出席しました。本日は公

務のため早退致します。よろしくお願い致します。 

渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事：：：：    本日は場所の提供をしてくださって大作様あり

がとうございます。 

渋谷直前会長渋谷直前会長渋谷直前会長渋谷直前会長：：：：    先程車当て逃げされました。ショックです。    

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    先日の台風で実損失 350 万円余り、自然災

害に弱い旅行業者にア～ア。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

新学期の朝、杉戸町教育委員会、新学期の朝、杉戸町教育委員会、新学期の朝、杉戸町教育委員会、新学期の朝、杉戸町教育委員会、PTAPTAPTAPTA、交通指導員の、交通指導員の、交通指導員の、交通指導員の

方々と共にあいさつ運動が行われました。方々と共にあいさつ運動が行われました。方々と共にあいさつ運動が行われました。方々と共にあいさつ運動が行われました。    

落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員：：：：    暑い日が続きますネ～。今年はどうした

の？台風が三つも本土をアチコチと被害を与えて困りま

すネ～。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    昨日濱野 PG を偲ぶ会に出席して来ました。あ

まりにも早く亡くなってしまいました。今日は早退します。 

栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員：：：：    明日、あさってと遅い盆休みでどこか遠くに行っ

て来ます。探さないでください。 

仁部会員仁部会員仁部会員仁部会員：：：：    残暑厳しい中、皆様、御体を大切に。笑顔のひ

びを過ごしましょう。 

田中田中田中田中会員会員会員会員：：：：    本日もお世話になります。 

折原（正）会員折原（正）会員折原（正）会員折原（正）会員：：：：    早いもので夏ももうすぐ終わりますね。 

大作会員大作会員大作会員大作会員：：：：    暑さはまだまだです。御自愛専一にして下さい 

中野会員：馬場中野会員：馬場中野会員：馬場中野会員：馬場会員会員会員会員    

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 １８，０１８，０１８，０１８，０００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 １１２，０００１１２，０００１１２，０００１１２，０００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    １，３１，３１，３１，３００，０００円００，０００円００，０００円００，０００円    

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みの宿題を両手に抱えた子どもたちが元気に登校夏休みの宿題を両手に抱えた子どもたちが元気に登校夏休みの宿題を両手に抱えた子どもたちが元気に登校夏休みの宿題を両手に抱えた子どもたちが元気に登校

する姿が見られさわやかな一日となりました。する姿が見られさわやかな一日となりました。する姿が見られさわやかな一日となりました。する姿が見られさわやかな一日となりました。    

参加の皆さまご協力ありがとうございました。参加の皆さまご協力ありがとうございました。参加の皆さまご協力ありがとうございました。参加の皆さまご協力ありがとうございました。 

第２３５８回例会第２３５８回例会第２３５８回例会第２３５８回例会    ２０１６年９月１日２０１６年９月１日２０１６年９月１日２０１６年９月１日    あいさつ運動に振り替えあいさつ運動に振り替えあいさつ運動に振り替えあいさつ運動に振り替え    

新学期あいさつ運動（新学期あいさつ運動（新学期あいさつ運動（新学期あいさつ運動（杉戸小学校・第二小学校・第三小学校・西小学校）杉戸小学校・第二小学校・第三小学校・西小学校）杉戸小学校・第二小学校・第三小学校・西小学校）杉戸小学校・第二小学校・第三小学校・西小学校）    
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