
   
    

 

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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点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                      石井会長    

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                  戸賀崎会員 

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介             

 春日部青年会議所 第 52 代 理事長 橋本 和伸様 

次年度 理事長 島村 智幸様 

次年度専務理事 栄 寛美様 

11111111 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 

深瀬英太郎（3 日） 篠原達幸（2 日）   

古谷松雄（10 日） 下津谷忠男（17 日） 

11111111 月誕生祝月誕生祝月誕生祝月誕生祝                                             

真中博克（5 日） 舟越芳朗（10 日）  

高橋佑輔（14 日） 栗原偉憲（17 日） 関口博正（19 日） 

渋谷忠明（19 日） 宮田雄一（26 日） 

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    

10 月 30 日の開宿 400 周年記念式典、

11 月 3 日の産業祭大変お疲れ様でした。

私は 10 月 30 日から 11 月 7 日まで行事

がいっぱいで、いくつも掛け持ちをしな

がら飲めないお酒を飲み（笑）あまり体

調が良くありません。これから忘年会や新年会のシーズ

ンになりますので、皆様もお体には気を付けてください。 

昨日から新聞を賑わしておりますアメリカ大統領選挙

ですが、まさかトランプ氏が当選するとは夢にも思ってお

りませんでしたね。クリントン氏が最終的に当選するだろ

うと多くの人々が思っていたと思いますが、それを覆しト

ランプしが当選してしまいました。選挙というのは本当に

ふたを開けてみなければ分からないとつくづく思いました。

私も選挙を 3 回やっておりますが、この結果をみると本当

に恐ろしいと思います。 

 

アメリカの選挙について、今回少し調べてみました。  

大統領選は、大きく分けて、民主・共和両党の候補者を 1

人に絞る「予備選挙」と、両党の候補者から大統領を選

ぶ「本選挙(一般選挙)」とがあります。 1 月から 7 月まで、

共和党では全米 50 州で「予備選」または「党員集会」が

行われます。この予備選・党員集会では、各州の有権者

が、自分が選びたい候補者を支持している「代議員」に投

票します。代議員は、州によって人数が異なり、人口に比

例して配分されています。この結果、各候補が得票に応

じた代議員の人数を獲得し、この獲得人数が多い方が優

位に立ちます。こうして、次々と各州で予備選挙が行われ

ていきますが、その過程で、勝ち目がないと思った候補

者は自分から撤退していきます。 

予備選挙の

最大のヤマ場

は「スーパーチ

ューズデー」と

呼ばれる 3 月

第 1 週の火曜

日（今年は 3 月 1 日）です。今回はアーカンソー州、テキ

サス州など 10 州以上で予備選・党員集会が行われます。

そして共和党(7 月 18 日)、民主党(7 月 25 日)に行われる

の「全国党大会」で、全国の代議員が集合し、党公認の

大統領候補が指名されます。その後、いよいよ「本選挙」

の選挙戦に突入するわけです。 本選挙は、共和党候補

と民主党候補の「一騎討ち」となり、約 2 カ月間の選挙戦

に入ります。そして、いよいよ本選挙の投票です。「一般

投票」つまり有権者が投票する日は 11 月 8 日。ここでも、

有権者は各州の「選挙人」を選んで投票します。選挙人

は、予備選の時の「代議員」と同じように、どちらの候補を

支持しているか表明しているので、有権者は、どちらかの



党のグループに投票し、間接的に大統領を選ぶわけです。

そして開票。これがまた面白いシステムで、その州で 1 票

差であっても最多得票となった政党が、その州全体の選

挙人の人数すべてを獲得できるのです(「勝者独占方式」

と呼ばれています)。このような形で、各州の勝者と、獲得

した選挙人の数が決まります。選挙人は全米で 538 人存

在しているので、その過半数の 270 人以上を獲得した候

補者が、大統領となるわけです。 

よく「アメリカは直接リーダーを選ぶことができる」と言って

いるのを耳にしますが、厳密には直接選べるわけではな

いのですね。 

私が前職で昇進試験の論文で提出したものを紹介しま

す。ヤクルトスワローズが毎年最下位だった時代に 3 年

で日本一に導いた野村監督が言ったことば、「組織で生

きていくためには・・・①ベストを尽くしなさい。②他人の痛

みを知りなさい。③問題意識を持ちなさい。」ということで

す。このテーマで合格させて頂きました。また、高齢者に

大切なこと、「きょういく」と「きょうよう」です。これは、「今

日行くところと、今日用事があることろ」という意味です。

高齢化社会ですので、周りの方も高齢者に対し気を配っ

てくださいということですね。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        渡辺渡辺渡辺渡辺会員会員会員会員    

� 青少年奉仕部門より、ライラ研修募

集のお願いが届いております。平

成 29 年 4 月 15（土）～17 日（月） 2

泊 3 日 鹿児島 知覧 平和研修 

募集人数 100 名 ロータリアン：

￥70,000－研修生：￥68,000－ 

締切 平成 29 年１月 15 日迄 振込 1 月月末日 

理理理理事会報告事会報告事会報告事会報告                         渡辺渡辺渡辺渡辺会員会員会員会員    

12 月例会予定 

1 日 誕生祝・雑誌紹介・理事会 

8 日 留学生帰国報告（小泉蒼馬） 

15 日 年次総会、上半期実績報告 

22 日 クリスマス例会（アグリパーク） 

29 日 休 会（年末年始） 

� 地区大会について 

11/13（日）会場：越谷コミュニティセンター 大ホール 

12:00 登録開始※重要→12:30 クラブ紹介のため舞

台袖（正面右側）に集合 

東武動物公園駅改札口 11:00 集合 

11/12（土）会長幹事、次年度会長幹事、地区役員、

5 代奉仕委員長（出席義務者） 

大会当日はクラブ紹介がありますので、クラブの皆

様まとまってご着席をお願いします。 

クラブの名札を使用 (当日管理者：渡辺幹事) 

信任状（会長幹事サイン）を必ず提出  

（提出者：石井会長）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 

    収支計画について ※別紙参照 

当日楽器運搬について（2ｔ車ドライバー要） 

各学校の演奏が終わるごとにイスのレイアウトが変

わります。舞台裏（4～5 名交代で） 

司会： 廣井   タイムキーパー： 宮田 

照明・音響： 古谷、栗原   カメラ撮影： 加藤、穂刈 

来賓接待： 関口、渡辺嘉一 

受付・募金管理： 折原（弥）、渡辺（良） 

トラック： 石塚、馬場  カルスタ⇔杉中  

統括： 馬場実行委員長 

舞台裏： 渋谷、田中   会場： 真中 

    ※事業計画書・収支計画書参照 

� その他 

    ・12 月 15 日例会場の古紙、燃えないゴミの搬出→

古紙・段ボールは子ども会へ打診 

委員会報告（社会奉仕）委員会報告（社会奉仕）委員会報告（社会奉仕）委員会報告（社会奉仕）                                                            馬場会員馬場会員馬場会員馬場会員    

11 月 23 日（水・祝）「第 6 回杉戸町音

楽祭」を開催致します。先ほど理事会

報告にもありましたが、司会を廣井会

員、タイムキーパーを宮田会員、照明

音響を古谷会員、栗原会員、会場を真

中会員、、舞台を渋谷会員、田中会員、

受付を折原会員と渡辺幹事、カメラ撮影を加藤会員、穂

刈事務局でお願い致します。集合はカルスタすぎとに 9

時です。皆様のご協力よろしくお願い致します。当日はク

ラブベストの着用をお願い致します。 

米山奨学会寄付表彰米山奨学会寄付表彰米山奨学会寄付表彰米山奨学会寄付表彰                                                                        関口会員関口会員関口会員関口会員 

米山記念奨学会特別寄付 

第 35 回米山功労者の賞状が届

いております。累計額 3,550,000

円です。 



お客様お客様お客様お客様挨拶挨拶挨拶挨拶            春日部春日部春日部春日部 JCJCJCJC 第第第第 52525252 代理事長代理事長代理事長代理事長    橋本和伸様橋本和伸様橋本和伸様橋本和伸様    

本日は例会の貴重な

お時間を頂きありがとうご

ざいます。日頃より私ども

の運動に多大なるご理解

とご協力を賜ります事を

会を代表し改めて御礼申

し上げます。また本年は、9 月に馬場君を実行責任者とし

て杉戸宿 400 周年の事業を展開させて頂きました。私ど

もは組織の名称は春日部と付いておりますが、活動エリ

アは杉戸町も有しております。地域を変革できる可能性

を大きく秘めた組織であると私自身感じながら 1 年間務

めて参りました。是非とも引き続き皆様からのお力添えを

賜りまして青年運動を広めていきたく引き続きのご理解ご

協力を賜りたく心よりお願いを申し上げます。また、1か月

半後年度が代わりまして新たなトップリーダーが内定致し

ましたのでこの場をお借りしてご紹介をさせて頂きます。

第 53 代の理事長予定者の島村 智幸君です。 

お客様お客様お客様お客様挨拶挨拶挨拶挨拶            春日部春日部春日部春日部 JCJCJCJC 第第第第 53535353 代理事長代理事長代理事長代理事長    島村智幸島村智幸島村智幸島村智幸様様様様 

2017 年度第 53 代理事長を仰せつか

ることになりました島村智幸です。どうぞ

よろしくお願い致します。日頃より杉戸

RC 様におかれましては、ご協力頂きま

してありがとうございます。私は次年度、

「至誠通天、理想をのぞみ誠を貫けば、人の心は必ず動

く」をスローガンに若者らしい至誠と心構えで運動発信を

していこうと思っております。貴クラブの馬場君には総務

委員長として委員会の中心となって動いてもらう予定です

ので、1 年間お預かりさせて頂きます。1 年後を楽しみに

して頂けたらと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

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 会長メッセージよりご紹介し

ます。「1917 年にアトランタで開催され

た記念すべきロータリー年次大会に思

いを馳せてみましょう。この大会で、当

時の会長アーチ C.クランフが残した世

界でよい事をするための基金をつくるのが、極めて適切

であると思われる」という言葉と 26 ドル 50 セントの寄付か

ら R 財団が始まりました。100 年近くがたった今、「アー

チ・クランフが今の財団を見たら、誇りに思うことは疑う余

地がありません。」と RI 会長は言っています。 

次に P.7「難民にシェ

ルターを」をご覧ください。

数 枚 の 写 真 を と も に

UNHCR（国連難民高等

弁務官事務所）の活動

を紹介しています。2016 年 5 月から開始され、2018 年ま

でに難民 200 万人のためのシェルター建設または改善の

ための資金提供を民間セクターに呼びかけています。し

かし、200 万人という数は、援助対象者となる難民の 8 分

の 1 なのだそうです。 

次に P.12 をご覧ください、日本のポリオ（発症から撲滅

へ、そして今後の課題）について書かれています。ポリオ

の患者は世界で減り続け、根絶は目前となっています。 

2015年には野生ポリオウイルスの常在する国はアフガ

ニスタン、パキスタン 2 か国となりましたが、昨年 7 月ナイ

ジェリアは常在国から外されましたが、残念ながら今年 8

月に 3 件の症例が発見されナイジェリアは再びリストに追

加されました。 

日本では、1964 年、ワクチンによる定期接種が開始さ

れ、1981 年以降には検出されていません。2000 年にポリ

オの根絶を WHO に報告されました。このように、ポリオウ

イルスやワクチンについて、また今後の課題などが掛か

れていますのでご一読ください。 

次に P.22「ロータリー

アットワーク」の「森で学

んだ地球の歴史」をご

覧ください。逗子ロータ

リークラブが地区補助

金を使用したクラブ創立

55 周年記念事業の自然教室の様子が紹介されています。

開催地の池子の森は、逗子の緑豊かな山間にあり、海

軍要地としての歴史があり 70 年間一般の立ち入りが禁

止されたため外来種の新入を免れました。絶滅危惧種が

覆う発見され、かつての日本の自然がそのまま残されて

いるそうです。自然に親しむプログラムの中に「地球の道

プログラム」というものがあり、地球誕生からの 46 億年を

460m に置き換え、森の中を歩きながら、地球の壮大な歴

史をたどり、「地球は子孫から借りている宝物。みんなで

大切にしてほしい」と言っています。子どもたちが、池子

の森に触れこの体験を生かし、自然の恵みや環境保全

を大切にする気持ちを周囲に伝えてもらえればと締め括

っています。 



次に P.30「環境保全 

ヤマユリの里を守って

七年」をご覧ください。

神奈川県秦野中RCよ

り、神奈川県の花がヤ

マユリであることを踏

まえ、当クラブが「ヤマユリの里」づくりを始めて 7 年にな

るといいます。ヤマユリは気温と湿度の微妙なバランス

の上で自然体系が正常な時に開花し、個人での栽培に

成功するのは難しいと言われているそうです。実は私も

かつてヤマユリを家で植えたことがあります。とても美しく

て大好きなのですが、翌年以降一度も咲きませんでした

が納得致しました。 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           関口関口関口関口会員会員会員会員    

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    21212121    22222222    0000    11114444    81.4081.4081.4081.40%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                             関口関口関口関口会員会員会員会員    

石井石井石井石井会長会長会長会長：：：：    春日部青年会議所理事長 橋本様、次年度理

事長島村様、次年度専務理事 栄様 ようこそ。アメリカ大

統領選挙 予想に反してトランプ氏当選。選挙は開けてみ

ないとわからないことを痛感しました。 

渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事：：：：    お客様ようこそ。米国はトランプさん大統領に。

今後どうなることやら心配だ。 

大作大作大作大作会員会員会員会員：：：：    杉戸町の一大イベントも天候に恵まれ順調に

挙行されました。町民に取りまして大変誇らしく、喜ばしく

感じられました。なにせ日光街道は五街道のうち一番格

の高い道ですから。あらためて認識した次第です。 

真中真中真中真中会員会員会員会員：：：：    先日は誕生日プレゼント（杉戸宿、清地村）をい

ただきましてありがとうございました。おいしくいただいて

います。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    8 年前の「Change. Yes we can 」が夢と消え、今

度は「America First」の内向きな変化を求めるアメリカコッ

ク民。変化というより賭けに近い。吉と出るか、凶とでる

か？    

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    １ヶ月ぶりに来ました。１０月は米山月間で、１０

クラブ訪問しました。どこのクラブでも歓迎いただき、昼か

ら飲み会が２回ありました。今月は反省して仕事がんばり

ます。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    お客様ようこそ。世界の景気は日本の景気は。

トランプ氏当選。日は絶好のゴルフ日和です。 

折原折原折原折原会員会員会員会員：：：：    春日部 JC の皆様ようこそ杉戸まで！ 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    総長のウオーキングの途上、ゴミ拾いをして

います。本日は春日部 JC の皆様ようこそ。 

渋谷渋谷渋谷渋谷会員会員会員会員：：：：    急に寒くなりました。皆様お体ご自愛ください。 

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    急に寒くなりました。地区大会も今週末にな

りました。体調を万全にして参加しましょー!!! 

落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員：：：：    雑誌紹介、篠原さん分かりやすい説明あ

りがとうございました。 

野口会員野口会員野口会員野口会員：：：：    寒くなりました。風邪に気を付けましょう。 

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：    11 月 12 日～13 日隣の 2520 地区大会へ出席

して来ました。今週は当地区大会です。大勢の出席を期

待しています。 

石塚石塚石塚石塚会員会員会員会員：：：：長岡会員：武井会員：長岡会員：武井会員：長岡会員：武井会員：長岡会員：武井会員：渡辺（嘉）会員：渡辺（嘉）会員：渡辺（嘉）会員：渡辺（嘉）会員：    

折原（折原（折原（折原（弥）会員弥）会員弥）会員弥）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 ３５３，５３５３，５３５３，５３５３，５００００００００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✽✽✽ 

 


	2016-11-10_New.doc

