
   
    

 

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 
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  今月 19 日（月）敬老の日に三國

パストガバナーの「特別養護老人ホ

ームおおまし」にて、2016－17 年度

米山記念奨学生奉仕事業が開催さ

れます。奨学生が考えたアトラクショ

ンを披露いたしますのでお時間のあ

る方は是非ともご参加ください。当日は春日部駅西口で

集合致しますが、直接行かれても大丈夫です。 

先日、脳の MRI 検査をしてまいりました。ここ 1 か月くら

い夜になると激しい頭痛におそわれ検査を受けたのです

が、特に頭痛に関係する所見もなく、ストレスなどの精神

的なものと言う診断でした。しかし、小さな梗塞が見つか

り先生からは、「タバコはすぐにやめるように」とまず言わ

れました。どうしても吸い続けるなら 5 年後にもう一度 MRI

検査をするようにと言われました。実は中野会員も同じ病

院（堀中脳神経外科）で同じことを言われたそうです。 

ここの病院は、CT や MRI の検査をしてその日に結果

が出ますので、忙しい方や検査結果が出るまで気がかり

な方は本当にお勧めの病院です。 

米山奨学会米山奨学会米山奨学会米山奨学会特別特別特別特別寄付者表彰寄付者表彰寄付者表彰寄付者表彰                                                        

栗原 偉憲 

第 4 回 米山功労者 

累計 410,000 円 

渡辺 良一 

第 5 回 米山功労者 

累計 500,000 円 

 

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    

� 平成 28 年 11 月 12（土）13 日

（日）地区大会の案内が届いて

おります。 

第１本会議 浦和ロイヤルパイ

ンズホテル 4F 点鐘 13:00  

対象／地区役員、会長・幹事、

次年度会長・次年度幹事、５大奉仕委員長、希望者 

ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 浦和ロイヤルパイ

ンズホテル ４Ｆロイヤルクラウン 18:00 開会 

対象／地区役員、クラブ会長・幹事 

2016 年 11 月 13 日（日） 第 2 日目 

第 2 本会議 越谷コミュニティセンター 大ホール 

登録開始 12:00  ウエルカムプログラム 12:30 

13 時点鐘（12 時 25 分 着席完了） 18 時 15 分閉会 

記念講演講師 X JAPAN Toshl 様 17 時 00 分～ 

対象／第２７７０地区全会員はここにご出席いただき、

ぜひ最後までお楽しみください。 

大懇親会 越谷コミュニティセンター ポルティコホー

ル 18:30 開会 19:45 閉会 

� 平成 28 年 9 月 19 日（月・祝）特別養護老人ホーム

おおましで開催される 2016-17 年度米山記念奨学

生奉仕活動の案内が届いております。当日は、東武

スカイツリーライン「春日部駅」西口ロータリー12:00

集合です。参加希望者は事務局まで。 

� 職業奉仕部門より、平成 28 年 10 月 21 日（金）17:00

より大宮パレスホテルで開催される職業奉仕部門セ

ミナーの案内が届いております。 

� 青少年奉仕部門より、平成28年10月2日（日）14:00  

別所沼会館 大会議室にて開催される帰国学生報

告会の案内が届いております。 



理事会報告理事会報告理事会報告理事会報告                         渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事    

10 月例会予定 

6 日 誕生祝・雑誌紹介・理事会 

13 日 米山卓話 

20 日 会員卓話 

27 日 親睦ゴルフ・夜間例会（大吉） 

� 新入会員について 

野口久正（のぐち ひさまさ） 昭和 43 年 9 月 28 日生 

事業所： ㈱野口測量 

異議申し立て 9 月 8 日付送信 

入会式：9 月 29 日公式訪問予定   

紹介者： 折原（正）会員  理事役員審議→可決 

� 第 6 回杉戸町音楽祭について 社会奉仕委員会 

杉戸町音楽祭開催会議 本日 15 時 さいしん例会場 

出席： 会長（欠席）・幹事、社会奉仕委員長、杉の子

新井団長、各学校吹奏楽顧問教諭 

・ホール入口にて財団 100 周年の歴史パネル展示 

・杉戸町広報誌 11 月号に開催案内を掲載予定 

・パネル貸出し・返却について （宅配便利用 or 引き

取り・持参返却） 担当：馬場会員 

� 公式訪問について   

公式訪問スケジュール※別紙参照 

例会弁当：一人 3500 円 懇親会オードブル：3000 円、

飲み物別 ※クラブ負担 

公式訪問横断幕：「歓迎 浅水ガバナー」細井会員 

� その他 

・熊本地震復興募金第 2727 地区へ送金済み 

・第 28 回産業祭の出店について→ 無 

・グローバル補助金セミナー参加義務者  

R 財団委員長（廣井）→要確認 

地区役員地区役員地区役員地区役員報告報告報告報告                        青少年交換委員会青少年交換委員会青少年交換委員会青少年交換委員会    戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員    

  先日青少年交換のオリエンテーショ

ンがありました。沢山のローテックス

の皆さんも参加し、ジュニアカウンセラ

ーとして活躍してくれました。彼らは自

分の経験を活かして派遣候補生や来

日してくる留学生を支えてくれていま

す。 

また 2017-18 年度派遣生の第 1 次・2 次試験を終え今

年度は 24 名の応募から 22 名が合格致し派遣候補生と

なりました。合格者の中には、まだスポンサーが決まって

いない派遣生もいるので、地区としては受け入れてくださ

るクラブを当たっているところです。杉戸 RC では、次年度

の受け入れは NG とのことですが、青少年交換プログラ

ムは素晴らしい事業なのでまた次の機会にでも是非ご協

力して頂きたいと思います。 

9999 月結婚祝月結婚祝月結婚祝月結婚祝                                                                        落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員 

渡辺 孝（23 日） 

9999 月誕生祝月誕生祝月誕生祝月誕生祝                                             

茂田泰典(8 日) 長岡成郎（10 日）  

深瀬英太郎（7 日） 

※落合（喜）会員より、渋谷副会長 MRI 

  検査、梅宮辰夫癌手術報道を受けて最近の医療事情

などをご自分の手術経験などを交えてお話しを頂きま

したがプライベートな内容のため割愛させて頂きます。 

会員会員会員会員報告報告報告報告                                                                                                                        新井新井新井新井会員会員会員会員    

  7 月 8 月に開催された、杉戸の２大イベントである「杉

戸夏祭り」、「古利根川流灯まつり」の実行委員長として

活躍して頂きありがとうございます。また皆様にも大変な

ご協力を頂きありがとうございました。おかげ様で無事に

終えることができましたことお礼を申し上げます。 

杉戸町ではご存じの通りオーストラリアのバッセルトン

と姉妹都市提携になり 20 周年を迎えます。この記念行事

を双方で行うこととなり、杉戸町では 10 月 30 日（土）「杉

戸町開宿 400 周年宿場まつり」にて、バッセルトン市では

1 月 26 日「オーストラリアの日」に合わせてそれぞれ開催

されます。 

1 月のバッセルトン市での式典には、杉戸町町長、担

当職員が参加する予定です。これまで 20 年間の姉妹都

市交流に所縁のある方、今後の姉妹都市交流に関心が

ある方は参加希望者を募集しておりますので、杉戸 RC と

して参加を希望する方は、事務局までお知らせください。 

・期 間：平成 29 年 1 月 23 日（月）～31 日（火） 

・費 用：約 30 万円（最長 9 日間） 

       往復航空運賃（17 万円） 

       宿泊料金（12 万円）8 泊 

       海外旅行保険料（1 万円） 

・申 込：10 月末日まで 

 

 

 

 

 



雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介                                                                                                                    篠原篠原篠原篠原会員会員会員会員    

9 月号の雑誌紹介は、P.3 の RI

会長メッセージ、や P.13～23 にもあ

りますように、2017 年に開催される

アトランタ国際大会と財団 100 周年

の祝賀についての話題です。 

1917 年ロータリーは、アトランタで

第 8 回年次大会を開催しました。当

時の会長アーチCクランフが「世界でよいことをする」ため

にロータリーの基金の設立を提案したのもこの大会でし

た。ロータリーをローカルのクラブから、世界を変える力を

持つ「よいこと」をする国際的な組織へと発展させたのは

この財団であったと言っています。 

P13～23 までにアトラ

ンタの紹介が載っていま

す。これらの記事を見ま

すと本当に行ってみたく

なりますね。 

次に P.30 識字率向上に役立つ「CLE（語学集中研修）」

という勉強方法について書かれています。これは、国際

ロータリーの識字率運動の父と言われるオーストラリア第

9630 地区のパストガバナーリチャード・ウォーカー博士が

広めました。彼は母国オーストラリアの原住民アボリジニ

に英語を教えるために CLE で大きな成功を収めたと書か

れています。 

非識字と貧困は悪循環を招きます。識字率向上は貧

困から脱出するためのきわめて有効な手段と考えられて

おり人口問題や環境問題にも大きく根圏します。世界の

非識字者は 8 億人、その内の 2/3 は女性です。現在年間

約 8000 万人の割合で人口が増え続け 2016 年現在 74

億人超となりユネスコでは世界の緊急課題である人口問

題や環境問題の解決も識字率向上にかかっていると指

摘しています。 

次に P.45 ソウル国際大会「韓国で世界とつながろう」を

ご覧ください。ここでは国際大会期間中の様々なプログラ

ムを写真と共に紹介しています。ご一読を。 

次に縦欄の P.4「社会になじむことが難しい若者支援」

をご覧ください。幾つか抜粋してご紹介します。 

現在、「引きこもり」「ニート」と言われている人々がいま

す。私はあえて、それらの表現にかぎかっこを付けていま

す。これが「いわゆる」という意味だと思ってください。仕

事や学校に行かず、かつ、家族以外の人との交流をほと

んどせずに、六カ月以上続けて自宅に引きこもっている

状態。これが「引きこもり」の定義です。また、「ニート」は

十五歳から三四歳までの非労働力人口のうち、通学して

おらず、家事を行っていない若年無業者のことを言いま

す。 

不登校は「問題」だと考えられています。しかし、不登

校だったとしても、社会的にきちんと成功された方はたく

さんいます。それを考える事が支援になります。社会に

「問題」とされる認識があるからこそ自分たちが「問題」だ

と思うのです。そのような人たちは、いつの間にか社会的

弱者という枠に組み込まれています。自分が弱者という

考えを持っているうちは、その人たちは相談にくることは

ありません。 

引きこもりをしている人と家族はどんどん追いつめられ

て行きます。引きこもっている本人と家族は、「あそこの家

には引きこもっている人がいる」と世間から後ろ指を指さ

れているという感覚、スティグマ（烙印）と呼ばれる感覚を

抱きます。そうするとますます支援から遠ざかっていきま

す。このように社会になじむことが難しい若者支援につい

て書かれていますので是非ご一読ください。 

次に P.9 クラブを訪ねて

「噴火騒ぎを乗り越えて天

下の嶮の粋なクラブ」をご

覧ください。箱根ロータリー

クラブは、創立 55 周年会

員数は 39 名と杉戸と同じ規模のクラブです。例会場はリ

ゾート地にある有名な富士屋ホテルのステンドグラスが

美しいメインホールです。羨ましいですね。しかし、御嶽

山の噴火で箱根は客足がパッタリ。そんな中開かれたソ

ウル国際大会で組合の半纏を羽織って世界中のロータリ

アンに観光パンフレットを配りまくったと書かれています。 

次に P.13 友愛の広場「フランス語で堪能イタリアのクラ

ブ例会」をご覧ください。ヨーロッパのクラブ事情が書かれ

ていますが、日本と違いとてもラフな感じですね。 



案内版に 8 時開始と書かれているのに実際に例会が

始まったのは 9 時過ぎです。お国柄でしょうね。しかし、例

会では大変会話が弾み初対面とは思えないような楽しい

時間を過ごしたそうです。イタリア人は、あまり英語は話さ

ず第二外国語はフランス語のようです。それにしてもこの

方は大変な語学力ですね。 

私事ですが、先日 2 泊

3 日で四国へ行って参り

ました。香川県の高松空

港からまず金毘羅さんに

行きました。 

金刀比羅宮の本宮は琴平山の中腹にあり、そこまでの参

道は 785 段の石段が続きます。老体にムチ打って登りま

したが登り切った後は大変清々しい気分でした。 

  次に高知県を代表する景勝地の一つである桂浜に行

きました。四国は大変な山間地ばかりと思っていましたが、

高速道路が発達していて

20 余りのトンネルを抜け

て香川県からあっという

間に到着しました。しかし

台風の影響もあり雨が降

り出しました。山も海もあ

り景色は大変素晴らしいが、毎年台風が直撃し被害もあ

り住むとなれば美しいばかりではないのだと感じました。

杉戸は田んぼばかりで海も山もないけれど自然災害が

ほとんどなく都心も山も近く快適環境であると改めて感じ

ましたね。 

  次の日は高知県の四万十川へ行き屋形船に乗りまし

た。四万十川のゆるやかな流れの中で、周囲の山を眺め

ながら自然を満喫できました。そして伊予の小京都とい

われる大洲市を観光しました。昭和 41 年の NHK 朝ドラ

「おはななん」の舞台となったところです。それから愛媛県

の宇和島に行きました。ここは真珠で有名なところです。  

次に文豪「夏目漱石」の坊ちゃんの舞台となった道後

温泉に行きました。ビルが立ち並ぶ完全な都会ですが温

泉場がたくさんあり宿以外でも温泉に入れます。次の日

は徳島県吉野川にある大歩危峡の美しい渓谷美を間近

で見ることができる「大歩危峡遊覧船」に乗り高松空港へ

向かいました。台風の影響からすこし便が遅れましたが

無事に帰ってまいりました。今回四国を回りまして一番よ

かったのはやはり道後温泉でしたね。また行きたいと思

います。 

委員会委員会委員会委員会報告報告報告報告                                        社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会    馬場委員長馬場委員長馬場委員長馬場委員長    

 平成 28 年 11 月 23 日（水・祝）杉戸町音楽祭が開催さ

れます。今年度は財団 100 周年事業にもなるので、財団

100 周年記念パネルと横断幕、ペットボトルキャップ収集

も合わせて行います。皆様のご参加、ご協力よろしくお願

い致します。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                       落合（喜）落合（喜）落合（喜）落合（喜）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    11117777    22224444    0000    11113333    73.1773.1773.1773.17%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                           落合（喜）落合（喜）落合（喜）落合（喜）会員会員会員会員    

渋谷直前会長渋谷直前会長渋谷直前会長渋谷直前会長：：：：    篠原委員長、ロータリーの友、ありがとう

ございます。勉強になりました。 

渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事：：：：    来週は休みとなりますので、了解のほどよろし

くお願い致します。 

落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員：：：：    台風が後からあとから続けざま来るので

私どもの知人雨で困っております。しかし北海道は何十

年ぶりで四つも台風到来で大困りのようですネ。 

栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員：：：：    渋谷直前会長、頭が痛くなるほど遊んではいけ

ませんよ。戸賀崎さん、加藤部門委員長がいつも出席し

てくれて助かると褒めていましたよ。今日は杉戸中学校に

用があって早退します。    

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    台風が良く来ますね。 

武井武井武井武井会員会員会員会員：：：：    いよいよ夏の暑さも終りになりますかね。台風

もあまり影響がなければいいですね。 

大作大作大作大作会員会員会員会員：：：：    北海道にすごい雨が降り、50 年ぶりの大水害

ジャガイモ、玉ネギ、心配です。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    今年は台風や雨が多く、2 回もびしょ濡れでゴ

ルフしました。でも、雨が降らないと水源や農作物が大変

なので我慢します。 

田中田中田中田中会員会員会員会員：：：：    下津谷さんドア当番ありがとうございます。 

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    春日部ふれあいキューブで留学生の日本語

教室が今年も始まりました。月曜日、木曜日にやっていま

す。是非、顔を出してみてください。詳しくは戸賀崎まで。 

馬場馬場馬場馬場会員会員会員会員：：：：    誕生日と結婚祝ありがとうございます。 

中野会員：細井中野会員：細井中野会員：細井中野会員：細井会員会員会員会員：新井会員：篠原会員：真中会員：新井会員：篠原会員：真中会員：新井会員：篠原会員：真中会員：新井会員：篠原会員：真中会員    

折原（弥）会員：折原（弥）会員：折原（弥）会員：折原（弥）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 ２５２５２５２５，０，０，０，０００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 １３７１３７１３７１３７，０００，０００，０００，０００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✽✽✽ 
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