
   
    

 

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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第２３７１第２３７１第２３７１第２３７１回例会回例会回例会回例会    ２０１６年１２月１２０１６年１２月１２０１６年１２月１２０１６年１２月１日日日日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                      渋谷会長    

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 

12121212 月結婚祝月結婚祝月結婚祝月結婚祝                                                                        落合（喜）落合（喜）落合（喜）落合（喜）会員会員会員会員 

折原弥五郎（5 日） 仁部前崇（21 日）   

石塚幹正（24 日）  

12121212 月誕生祝月誕生祝月誕生祝月誕生祝                                             

井上勝雄（4 日） 古谷松雄（8 日）  

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                                        渋谷渋谷渋谷渋谷会長会長会長会長    

近年私は自分の店のケーキをほと

んど従業員にまかせていたのですが、

10 月からもう一度初心に帰ろうと思い

厨房に立つことに致しました。お客様

からは、「ケーキが美味しくなった

よ。」と言われ嬉しいのですが、作り

手によって味が変わってしまうのは、店として反省すべき

ことでした。同じレシピで何も違うことをしているわけでは

ありません。唯一違うといえば、私はオーブンなどの器械

に対し愛情を持って接しています。毎朝「今日も一日お願

いします。」という気持ちで電源を入れます。そして、ナイ

フやそのほかの道具に対しても一日の終わり必ず手入

れをします。今の若い人は、ナイフを研いだりしません。

道具たちに心があるとは言いませんが、道具に心を配る

気持ちは必ずやケーキに表れると信じています。 

従業員に手本を見せてほしいと言われますが、彼らに

同じものが出来ないことがあります。私はその時、オーブ

ンや道具に対して愛情があるのかと問います。若い人に

はこの意味は理解できませんね。しかし、私は従業員を

評価する時、どんなに手が遅くても、道具の扱いや掃除

の仕方が丁寧であることが重要であると思っています。 

以前にもお話ししましたが、杉戸中央 RC の元会員の

影山さんは、旅行先のそば屋でご自分の会社の製品が

老夫婦の営むお店で大変役に立っていることを知りまし

た。店主に「今あるのはこの器械のおかげ」と言われ影山

さんは、店の奥に入り簡単なメンテナンスを施して店を出

ました。その時の影山さんの行いは職業奉仕として素晴

らしいなと思いました。 

東京大学に『魂』の重さを研究した人がいます。ラット

は死後、約１万分の１、体重が減るそうです。この減った

分は、命の質量ではないかと博士は言います。その魂の

重さを モノでも試しました。時計の重さを量り、そしてそ

の時計をすべて部品に分解し、各部分の重さをはかり合

計します。時計は分解しているので、いわば死んだ状態

です。本来、分解しても、全部品の重さを足せば、必ずも

との重さに戻るはずです。ところが精密な測定器で測ると、

ラットと同じように、１万分の１重さが減るそうです。この

違いは何か。違いは、「役割」だけです。そもそも時計は、

時間を知らせる役割という思いを込めて作られています。

これを分解してしまうと、この「役割」が消えます。「役割」

という、この思いの分の重さが、１万分の１と考えられる

わけです。 

私はモノが役割をもったときに、魂が宿るという話にと

ても感銘を受けました。道具に魂があるなんていうことは

現実的ではありませんが、そんなことがあってもいいなと

私は店にあるオーブンや道具を大切にしています。 

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    

� 国際奉仕部門より、平成 29 年 2

月 5 日（日）より 3 泊 4 日の予定

で 行 わ れ る 「 16 ‐ 17 年 度

RI.D3800 地区 フィリピン国際奉

仕PJ検証ツアー」の案内が届い

ております。      



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    

1 月例会予定 

5 日 誕生祝・雑誌紹介・理事会 

12 日 新年会（高橋屋） 

19 日 会員卓話 

26 日 外部卓話 

� 12/15 年次総会について 

・次年度幹事の承認 

・次年度理事役員の選出について→ 中野エレクト

に一任 

・次年度の方針など→ 中野エレクトに一任: 

� クリスマス会（アグリパーク）について 

    ・プログラム（ゲーム・余興・会費など）  

→関口委員長に一任 

（12/8 例会終了後 委員会開催） 

� その他   

・12 月 15 日例会場の古紙、燃えないゴミの搬出→ 

軽トラック手配（石塚会員） 

・燃えないゴミ→記念品、額、トロフィー 

・冊子・古紙→ロータリーの友、ガバナー月信、古紙 

段ボール 

・粗大ごみ→カセットデッキ、スピーカー、パネル大  

※和泉屋さんにパネル大あり 

・燃えるごみ→穂刈 

� その他 

    ・12 月 4 日（日） 障がい者週間出席者について →

渡辺幹事出席 

・12 月 21 日（水）富岡ロータリークラブ クリスマス家

族会出席者 

・次年度ガバナー補佐に廣井会員→承認 

・米山感謝の集い→石井会長、渡辺幹事、加藤会員 

とうございます。私は次年度、「至誠通天、理想をのぞ 

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）                                                馬場会馬場会馬場会馬場会員員員員    

11 月 23 日（水・祝）カルスタすぎと

で開催された「大 6 回杉戸町音楽祭」

では皆様のご協力を頂きありがとうご

ざいました。 

おかげさまで会場は満席になり活

気のある奉仕事業ができました。会

場での演奏者やお客様の誘導などについては課題もいく

つかあったと思いますので、反省点をしっかり次年度へ

引き継いで行きたいと思います。ありがとうございました。 

米山奨学生報告米山奨学生報告米山奨学生報告米山奨学生報告                                                        パク・アヒョンさんパク・アヒョンさんパク・アヒョンさんパク・アヒョンさん    

昼の例会に出席するのは久しぶり

です。木曜日の昼は普段ゼミがある

のですが、本日はゼミの先生が出張

のため例会に参加することができま

した。先週から急に寒くなったのでど

うしていいか分からず困っています。 

この間母に電話をしたら、昨年まで恋愛など考えずに

勉強のことだけを考えなさいと言っていたのに、もういい

年なんだから先のことを考えて人と会いなさいと言われ

驚きました。自分ではまだ子どもだと思っていたのに母に

とってはいい年の娘に変わったようです（笑）。ロータリー

ではまだ若いと思っていたのにそうではないことを思い知

らされました。 

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 の RI 会

長メッセージからをご紹介致します。RI

会長のジョン・F・ジャーム氏は、メカニカ

ルエンジニアとしてロータリーに入会を

されました。普段私達は、行きたい階で

エレベーターのドアが開き思った通りに車が動いたり止ま

ったり、横断歩道の信号が青になる前に、車両向けの信

号が赤になることを固く信じています。それは、システム

を設計したエンジニアに命を委ねているのと同じことです。

私たちは自らの職業によって少なからず人々の生活に影

響を与えています。ロータリーも同じです。ロータリーの活

動を知らない人でも、ロータリーが堀った井戸から綺麗な

水を飲み、ロータリーが提供した本を読んで学び、より良

い生活を送っているからです。 

次に、P.7 の特集「奉仕、その後・・・」をご覧ください。こ

こでは、クラブが寄贈して終了した事業のメンテナンスが

必要なケースをご紹介しています。最初のページにある

のは、20 年前に長さ 500 メートルの護岸用コンクリート壁

に、観光客の目を楽しませるために市内の小中学生に描

いてもらった壁画を削っている写真です。20年も経過する

とどうしてもみすぼらしくなってしまいますね。 

また、花壇や文庫も毎年メンテナンスが必要な寄贈で

す。そして P.12 の小田原城の木製時計は、小田原城の

美観を損ねないようやぐら風の素晴らしい時計を寄贈し

た素晴らしい事業でしたが、15 年以上も経つと色が薄れ

て逆に美観を損ねるものとなってしまいました。小田原中

RC では、これを機会に今後ともメンテナンスをすることに



なりましたが、これと同じよう

な経過をたどる寄贈の事業

は多いそうです。 

杉戸 RC でも私の親父の

代に東武動物公園の東口に

時計塔を寄贈したそうです。

かなり高額な事業だったそう

ですが、ある時、時計が壊

れたと修理代の請求書がクラブに来たそうです。寄贈を

すると感謝され、その後は喜んで市町村が管理してくれ

るというのは間違いのようです。 

私が会長年度に同じく古利根川に桜の植樹を寄贈しよ

うと考えましたが、「それは嬉しい事ですが、毎年の管理

もお願いします」と言われ驚きました。桜を植えると皆に

喜ばれると単純に思いましたが、その後のメンテナンス

費用を考えると相手には迷惑になってしまうこともあるん

ですね。結局、クラブとしては継続事業になってしまうの

で桜の植樹は断念致しました。 

次に P.13 のロータリー財団 100 周年と、P.23～25 の災

害に見舞われた地域へのシェルターボックス事業の記事

が載っておりますので各自で読んでみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に縦欄の P.4～7 福島ヤクルト販売㈱の「わが社の

震災復興への取り組み」をご覧ください。取締役会長の

渡邉氏は大学時代、渋沢栄一など経営史の研究をして

いました。ご存じの通り渋沢栄一は、初めて銀行をつくっ

た人です。彼はビール会社やガス会社、郵船会社などを

創業しましたが、財閥を作らなかったことで有名です。こ

のゼミで、渡辺会長は、とにかく新しい事業を起こす、役

に立つ仕事を行う、世の中に貢献し、それをどんどん人

に委ねていく、というスタイルを学びました。当時は就職

などには直接役立ちませんでしたが、東日本大震災で会

社が困難に直面したとき、役だったそうです。人を大切に

して、磨いて、そして生産性を上げれば、絶対、困難を乗

り切ることが出来る。そう信じてリストラも行わず、収入も

保障しました。そして震災から 2 年で震災前のレベルまで

業績を戻しました。このページではそれまでの経過や現

在の様子が書かれています。是非ご一読を。 

次にロータリーアットワーク宇都宮 RC「カンボジアへ消

防自動車 4 台を寄贈」、そして秦野名水 RC「タイのロータ

リアン来訪、消防自動車贈呈式を挙行」をご覧ください。

おそらく払い下げの消防車だと思いますが、現地へ送る

のは大変な費用がかかります。ロータリーアットワークに

は素晴らしい奉仕活動が毎月掲載されています。こちら

も是非読んでみてください。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                       落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）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    15151515    22228888    0000    20202020    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                                 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 12 月。これから仕事にこもり

ます。皆様良いお年を・・・。 

渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事：：：：    12月に入りました。風邪に気を付けてくらした

いものです。 

折原（正）折原（正）折原（正）折原（正）会員会員会員会員：：：：    早いものでもう師走ですね。 

田中田中田中田中会員会員会員会員：：：：    今年もあと 1 ヶ月、1 年が早いですね。篠原会

員、雑誌紹介ありがとうございます。 

深瀬深瀬深瀬深瀬会員会員会員会員：：：：    ご無沙汰しています。宜しくお願いします。 

武井武井武井武井会員会員会員会員：：：：    久しぶりの例会場での例会ですね。本年も残り

1 ヶ月になりました。 

篠原篠原篠原篠原会員会員会員会員：：：：    パク・アヒョンさんようこそ。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    大宮は大宮公園が桜で有名ですが、見沼たん

ぼと桜で一杯にするプロジェクトも進んでいます。先日、

家の近くを散歩していたら、江戸彼岸桜の苗木が道沿い

に植えられており、あーこれかと思いました。寄贈者は大

宮南ロータリークラブでした。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    お祝い品が届いて結婚記念月を思い出しま

した。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    「師走」老人も走ります。例会早退します。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：真中真中真中真中会員：馬場会員：会員：馬場会員：会員：馬場会員：会員：馬場会員：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 ２２２２２２２２，０，０，０，０００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 ３７６３７６３７６３７６，５，５，５，５００００００００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✽✽✽ 
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