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点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     渋谷副会長    

君が代・君が代・君が代・君が代・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             奉仕の理想    

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                    関口会員 

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介             

           杉戸町住民参加推進課 課長 荻原勝典様 

小倉寿幸様 

10101010 月結婚祝月結婚祝月結婚祝月結婚祝                                                                                    関口会員関口会員関口会員関口会員 

加藤武男（9 日） 舟越芳朗(16 日) 真中博克（16 日） 

高橋佑輔（18 日） 田中昌夫（20 日）関口博正（25 日） 

小林朝美（25 日） 

10101010 月誕生祝月誕生祝月誕生祝月誕生祝                                             

渡辺良一(17 日) 細井勝保（22 日） 

 平井浩司（29 日） 

 

お客様お客様お客様お客様挨拶挨拶挨拶挨拶                                                                                荻原勝典様荻原勝典様荻原勝典様荻原勝典様    

私は杉戸町住民参加推進課の荻原

と申します。私どもの課では、交通安全

や防犯活動、消防防災活動、地域のコ

ミュニティ関係、国際交流事業も担当し

ております。本日は「姉妹都市提携 20

周年記念に係るバッセルトン市訪問」

についてご案内させて頂きます。 

                                                                                                                                    小倉寿幸様小倉寿幸様小倉寿幸様小倉寿幸様    

国際交流を担当しております小倉と

申します。杉戸町の姉妹都市である西

オーストラリアのバッセルトン市との姉

妹都市交流が今年の 11 月 19 日に 20

周年を迎えることになります。協定を締

結する前からロータリークラブを中心に

当時会長でいらっしゃった武井さんや細井さんのお力を 

 

お借りして国際交流を盛り上げて頂きました。その集大

成である 20 周年を境にこの先 5 年、10 年の新たなビジョ

ンを描いていくスタートラインを踏む意味において今 

回 20 周年記念式典を杉戸町、バッセルトン市双方で行う 

ことになりました。杉戸町では今月末の「杉戸宿開宿 400

年宿場まつり」にて、訪問団をスケジュールに合わせてお

招きしお祝いをする予定になっております。バッセルトン

では、来年 1 月 26 日「オーストラリアデイ」という祝日に合

わせ記念式典が開催され、今度はこちらから訪問して 20

周年をお祝いする運びになっております。そこで、姉妹都

市交流のきっかけとなったロータリークラブの皆様からも

是非ご参加をお願い申し上げます。詳細につきましては

住民参加推進課 小倉までお問い合わせください。 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                        渋谷渋谷渋谷渋谷副副副副会長会長会長会長    

本日は石井会長が議会に出席の

ため私が代理として会長を務めさせ

て頂きます。来週月曜日は 10 月 10

日体育の日ですが、今から 52 年前

1964 年に東京オリンピックが開催さ

れましたが、私はまだ生まれておりま

せんでしたが、本日は会員の皆様に

東京オリンピックの思い出を話して頂きたいと思います。

よろしくお願い致します。 



� 東京オリンピックを境にして日本が大きく変わったと

いう記憶があります。（下津谷会員） 

� 東京オリンピックの開会式の入場券が当たり、私の

母を入場式に行かせました。前の日は大雨でしたが、

10 日は見事な秋晴れでした。私はトヨタのクラウンを

買いまして首都高の 1 号線を走ったのを覚えており

ます。当時の東京オリンピックのワッペンが今もあり

ますが価値があるでしょうか。（関口会員） 

� 私は関口会員と同じ歳ですが、大学で前橋におりま

した。TV で東京オリンピックを見ましたが、マラソン

選手のアベベや柔道のアントン・へ―シング、女子

バレーボールの優勝が衝撃的であったという印象が

あります。（長岡会員） 

� 東京オリンピックが開催された年に私は結婚をしま

した。息子は今 51 歳です。当時カラーTV は大変高

価でした。女房にカローラを 52 万円買ったのですが、

TV は 18 万円でした。私は病床の父にカラー放送を

見せたくて奮発致しました。(落合喜彦会員) 

� オリンピックの年は、昭和 36 年に親父に死なれた後

でまだまだ大変な頃でした。商売一筋でオリンピック

を楽しむ余裕はありませんでしたね。しかし、大会直

後に発刊された記念誌 3 万円を、将来 10 万円にな

るから買ってくれといわれまして、今も箱に入ってい

ますがいかがでしょう。（渡辺嘉一会員） 

� 東京オリンピックの年は、ちょうど 20 歳くらいで働き

始めた頃でした。仕事で東京へ行くと水や空気が汚

れていて頭が痛くなったのを覚えています。当時は

高度成長期で建設ラッシュでしたが、環境に対する

意識はゼロでしたね。開会式の青い空という印象よ

りも公害の印象が当時ありました。（新井会員） 

� 昭和 39 年頃は、高度成長期で毎日こき使われてま

したので（笑）遊んでいる暇はありませんでしたね。

家でもカラーTV を買いましたが、オリンピックの記憶

というのは、円谷幸吉のマラソン銅メダルやバレー

ボールくらいですね。（折原弥五郎会員） 

� オリンピックの思い出は、バレーボールとマラソン銅

メダルの円谷幸吉ですね。またオリンピック開会式

が昭和 39 年 10 月 10 日でしたが、ひと月前の 9 月

19 日に長男が生まれたので大変印象深い年です。 

（武井会員） 

� オリンピックの時、

私はまだ岐阜の

山の中におりまし

て（笑）12 歳でし

た。東京は行った

こともなく、まだ白

黒 TV でしたが、

家に TV があること自体めずらしく、よく近所の人が

見に来ていたのを覚えています。ちなみに東京オリ

ンピックのポスターは凸版印刷で印刷されました。

（加藤会員） 

� 私は陸上競技でずっと長距離をしていたので、東京

オリンピックに出たいと思っていました（笑）。当時は

都庁の陸上部に所属しており、都庁で男子1500メー

トルの予選の入場券が当たりました。とても楽しみに

していたら、同じ陸上部の人から「どうしても、どうし

ても行きたいので譲ってほしい」と泣くようにすがら

れましたのでついついあげてしまいました。それだけ

は未だに後悔しています。今度の東京オリンピック

でもし入場券があたったら、絶対に黙っていて内緒

で行こうと思っています。（真中会員） 

� 東京オリンピックは、私が 18 歳の時だったと思いま

す。私は定時制高校に通いながら 15 歳から働きは

じめました。現在 70 歳なので、55 年間仕事をしてい

ることになります。実は、先月社長を息子の貴広に

譲りました。しかし後 5 年くらいは手伝わないといけ

ないので、すると 60 年間働くことになりますね（笑）。

皆さんが私を呼ぶときに困ると思うのでとりあえず

「会長」になりましたのでご報告します。（細井会員） 

� 東京オリンピックのときは、中学 2 年生でした。学校

の教室ごとに TV が置かれていましたので、そこで観

戦した記憶があります。当時はまだ子供でしたから

東京まで行くということはなく、先程折原さんが言っ

ていたように、建設業界も大変忙しく両親もそのよう

な状況ではありませんでした。翌年、中学 3 年の修

学旅行でオリンピックのスタジアムを見学に行った記

憶があります。（篠原会員） 



幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員    

� 際ロータリー財団管理委員会よ

り、「世界ポリオデー」関連イベン

ト情報についての依頼が届いて

おります。チャリティーゴルフ、街

頭募金、ポリオ撲滅をテーマにし

た例会など、クラブが予定してい

る 10 月 24 日前後のイベント情報をお知らせください

と書かれています。 

� 春日部 RC より、平成 28 年 10 月 18 日（火）12:30 春

日部市商工振興センター204 会議室にて、須田 寛

氏（JR 東海初代代表取締役社長）をお招きし「まち

づくり」をテーマにした卓話例会の案内が届いており

ます。参加希望者は、事務局までお知らせください。 

� 地区事務所より、2015-16 年度ポリオプラス寄付金

地区内第 4 位の表彰状が届いております。当クラブ

はエコキャップ収集では第 1 位ですが、ポリオプラス

に寄付金は送ってないので寄付額第 4 位です。 

理事会報告理事会報告理事会報告理事会報告                         栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員    

11 月例会予定 

3 日 休 会（文化の日） 

10 日 誕生祝・雑誌紹介・理事会 

17 日 11/13 地区大会に振り替え 

24 日 杉戸町音楽祭に振り替え 

� 地区大会について 

11/12（土）出席者（会長・幹事他は後日再度要請 ） 

    ※出席義務者：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 

� 第 6 回杉戸町音楽祭について 

    11 月 23 日 9:00 集合 

    ※事業計画書・収支計画書参照 

� 地区役員について 

    現地区役員（栗原・戸賀崎・渋谷）の他、石井会長に 

打診、折原会員は次年度幹事のため出向なし 

� NPO 法人青少年交換審議について 

ＮＰＯ法人 RI 日本青少年交換委員会が多地区合同

奉仕活動であることを承認する件→承認 

� その他 

・10/13 春日部南 RC メイキャップ 3 名 （清水良順・

臼井俊英・田口 浩）→承認 

・職業奉仕部門セミナー登録者（栗原） 

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会会会員員員員    

本日の雑誌紹介は、まず P.3 をご覧

ください。RI 会長メッセージですが、

「最後の戦い」とあります。つまりポリ

オのことですね。ロータリーは 10 月 24

日「世界ポリオデー」を記念して、ポリ

オへの意識を高め、ポリオ撲滅に必要

な基金を募ります。クラブ、地域社会、イベント開催による

ご協力をお願いしますと書かれております。 

次に P.8 先ほど皆様から東京オリンピックの思い出を

聞きましたが、東京オリンピックの記事が載っております。

この大会では、多くのロータリアンが関わっていたのです

ね。組織委員会会長は、東京 RC の安川氏、駒沢体育館

の設計は、東京銀座 RC の芦原氏、選手村の食事提供

は東京 RC の犬丸氏、などです。また、全国のロータリア

ンから 1000 円の寄付を集め、足りない分は都内のロータ

リアンから 4000 万円の追加寄付を集めたとあります。 

P.11 には札幌オリンピック、P.12 には長野オリンピック

の記事が書かれていま

すが、どちらにもロータリ

ーから聖火台を寄贈して

います。どちらも写真付

きで当時の様子が伺え

ますので是非ご一読を。 

次に P.14 の「End Polio Now パキスタンでポリオを闘う」

をご覧ください。北アメリカと南アメリカ地域のポリオ撲滅

が宣言されたのは 1994 年です。続いて西太平洋地域が

2000 年に、ヨーロッパ地域は 2002 年、と南西アジア地域

は 2014 年に撲滅宣言がだされています。ナイジェリアが

2015年7月にポリオ常在国のリストから外れましたが、残

念ながら 2016 年 8 月 6 日に 3 例発生してしまいました。

しかし、パキスタンとアフガニスタンの発症数は 2015 年

12 月末でパキスタン 54 例、アフガニスタン 20 例ですから、

激減しているのは確かです。しかし、パキスタンでは、国

内の政治状況、国際情勢の影響を受けますので、一度

減ってもまた増加してしまいます。ワクチン経口摂取をす

るポリオワーカー、警備をする警察もテロの標的になるこ

とがあります。この記事には、ロータリーがいかにポリオ

と闘ってきたか、どのように取り組んできたか苦労の程が

伺えます。世界ポリオデーを機会に是非ロータリーのポリ

オ撲滅をご覧になってください。また、P.20「タイに浄水器

を設置」グローバル補助金の事業もご一読を。 



縦書きの P.4「自分に誇りをもって相手を理解する」をご

覧ください。医者である NPO 法人ロシナンデス理事長の

河原尚行氏は「井戸を掘ることは子どもたちを学校にい

かせること」と言っています。井戸を掘ることは、単に水の

供給問題の解決だけではないのですね。水汲みや家事

の手伝いとしての労働力である子どもたちを学校に行か

せることにもつながるのです。 

他に P.14『友愛の広場』から、「広島でのオバマ大統領

の演説とロータリアン」、P.20『卓話の泉』からは、「自転車

の魅力」も良いことが書かれておりますので是非ご覧に

なってください。 

会員会員会員会員報告報告報告報告                                             落合（喜）落合（喜）落合（喜）落合（喜）会員会員会員会員    

本日は、埼玉県警察・

杉戸地区安全運転管理者

協会のチラシを持って参り

ました。建設関係企業で

は、今の時期、秋の安全

大会が行われます。9 月

の1日から末日まで現場での安全徹底の準備月間で、10

月は本月間となります。安全大会では、建設関係の職人

さんが朝晩の通学通勤途中で交通事故には十分注意し

ましょうと注意喚起を促します。 

お手元にある資料は、私が杉戸 RC のために作ってき

たものです。今日は是非皆様にこれを持ち帰って各家庭

で交通安全に取り組んで頂くようお願いする次第です。  

 

みんなで守ろう交通ルール 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

44443333    11117777    22226666    0000    11117777    79.0779.0779.0779.07%%%%    

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    

渋谷副渋谷副渋谷副渋谷副会長会長会長会長：：：：    早いものでもう 10 月、昼間はまだ暑い日が

続きますが、朝晩はすっかり秋めいてきましたね。 

加藤加藤加藤加藤会員：会員：会員：会員：    今度の日曜日は、40 回目の結婚記念日です。

そして、何をその日に息子が結婚式を挙げます。まさ

にスマイルなので、今日は大判振る舞いです。 

武井武井武井武井会員会員会員会員：：：：    公式訪問例会無事終わりご苦労様でした。 

結婚祝・誕生祝の皆様おめでとうございます。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    今月は今日を最後に、後は他クラブに卓話に

いってきます。みなさん、お元気で。さようなら。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    めずらしく晴れてきもち良いですね。    

新井新井新井新井会員会員会員会員：：：：    しばらくぶりで良い天候です。毎日続いてほし

いです。 

真中真中真中真中会員会員会員会員：：：：    明日は絶好のゴルフ日和です。行って参りま

す。 

田中田中田中田中会員会員会員会員：：：：    篠原会員、雑誌紹介ありがとうございます。 

長岡長岡長岡長岡会員会員会員会員：：：：    ガバナー訪問ご苦労様でした。 

落合落合落合落合会員会員会員会員：：：：    台風 18 号が杉戸に来なくて良かった。 

まず安心だ。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    やっと秋晴れです。新潟より「こしひかり」の新

米が届きました。 

篠原篠原篠原篠原会員会員会員会員：：：：舟越会員：細井会員：馬場舟越会員：細井会員：馬場舟越会員：細井会員：馬場舟越会員：細井会員：馬場会員会員会員会員：：：：    

渡辺（嘉）会員：折原（弥）会員渡辺（嘉）会員：折原（弥）会員渡辺（嘉）会員：折原（弥）会員渡辺（嘉）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 ２９２９２９２９，０，０，０，０００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 ２４３２４３２４３２４３，０００，０００，０００，０００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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