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会長挨拶

石井会長
石井会長

先日は杉戸町音楽祭のご協力あ
りがとうございました。皆様それぞれ
の役割を果たして頂きまして盛大に
行うことができたこと大変感謝申し上
げます。私がこの音楽祭で感じまし
たことは、吹奏楽の演奏だけでなく指
揮者の素晴らしさに感動致しました。特に昌平中学高校
はすごかったですね。楽器を演奏するすべての生徒が指
揮者の川崎先生を注目していましたね。私が 3 月に受け
た PETS で浅水ガバナーが言った言葉を思い出しました。
「リーダーというのは、オーケストラの指揮者の気持ちで
やりなさい。」と言っていました。つまり、細かい気配りをし
ながらも威厳を持ち、演奏者と信頼関係を築くことでしょう。
合同演奏のときも川崎先生は、演奏者 100 名をリハーサ
ルなしの 1 回でまとめました。ほんの一瞬でしたが、先生
と 100 名は信頼関係で結ばれていたのです。
私が会長になって 12 月末で半年になります。リーダー
としてはまだまだ気配りは足りていませんが、年度末まで
努力をして今年度をまとめたいと思います。
今から 75 年前、昭和 16 年 12 月 8 日午前 3 時 19 分
日本軍がハワイ・オアフ島・真珠湾のアメリカ軍基地を奇
襲攻撃し 3 年半に及ぶ太平洋戦争が勃発しました。最終
的には、広島、長崎に原爆を落とされ戦争は終わりまし
たが、昨年オバマ大統領が原爆記念館を訪問し慰霊され
ました。それに返礼するかのように阿部総理が 12 月下旬
に真珠湾を訪問し慰霊をするそうです。これに関しては、

アメリカのメディアも好意的に受け止めているようです。オ
バマ大統領も日米の和解の力を示す歴史的な訪問であ
ると言っております。
ここで真珠湾攻撃の連合艦隊司令官山本五十六が言
った言葉をご紹介致します。「やってみせ、言って聞かせ
て、させてみて、ほめてやらねば、人は動かじ」これは、
警察予備隊などの教育方針として引き継がれています。
そして、カジノやホテル、商業施設などの統合型リゾー
ト（IR）を推進するための法案（カジノ解禁法案）が、6 日の
衆院本会議で自民党や日本維新の会などの賛成多数で
可決されました。カジノといえば賭博ですね。賭博といえ
ばみかじめ料、そして暴力団です。賭博やみかじめ料な
どは今でも暴力団の資金源になっています。みかじめ料
は暴力団のシノギの一種で、縄張り内にある風俗店や飲
食店から毎月受け取る金品をいいます。暴力団は、大き
く分けて博徒、的屋、愚連隊と言われますが、そのうちの
的屋は、露店を専門の稼業とし、親分子分の関係で組織
され、一定の縄張りを有する集団です。また、博徒集団
は、その名のとおり賭博で世渡りをしている者、愚連隊は、
繁華街で違法行為や暴力行為を働く不良青少年集団で
す。今では利益になるものは何でもするという体質です
が、やはり賭博と暴力団とは切り離せないものです。
これから年末に向かって暴力団の稼ぎ時です。皆様も
暴力団の資金源になるようなことに関わらないようお気を
つけ頂ければと思います。

国土交通省大臣賞表彰
国土交通省大臣賞表彰
平成２８年自動車関係功労
者大臣表彰、自動車関係
事業に多年精励され、功績
顕著である細井自動車㈱
取締役会長 細井勝保会員
が受賞されました。
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細井会員

幹事報告


渡辺会員
渡辺会員

12 月 4 日（日）杉戸町第 9 回障
がい者週間記念事業に出席して
参りました。社会福祉協議会の
会長が古谷町長、杉戸町障がい
者協会の会長が仁部前明さんで
す。障害者週間とは、日本国民
の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を
深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他
あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高
めることを目的とした週間です。



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「16‐17 年度 RI.D3800 地区フィリピ
ン国際奉仕検証ツアー」の案内が届いております。



青少年奉仕部門より、平成 29 年 1 月 12 日（木）15
時よりラフレさいたまにて開催される「韓国訪日来日
説明会インターアクト委員長会議（訪日説明会）」の
お知らせが届いております。



杉の子吹奏楽団より、平氏 29 年 2 月 12 日（日）春日
部市民文化会館にて開催される第 22 回定期演奏会
の案内が届いております。

20152015-16 年度青少年交換帰国報告

小泉蒼馬君

皆様のおかげで、素晴らしい留学生活を送ることができ
ました。苦労をすることもありましたが成長することができ
ました。本当に感謝しています、ありがとうございました。

地区役員報告

戸賀崎会員

小泉君帰国報告ありがとうございま

戸賀崎会員：
戸賀崎会員： 小泉君らためてお帰りなさい。地区大会の大
舞台での帰国報告はすばらしかったです。本日も近くで

した。小泉君は帰国後もローテックス

見られるのでたのしみです。

の行事に積極的に参加をしてくれるの

落合（喜）会員
落合（喜）会員：
会員： 日増しに寒くなってきましたネ。先月 30 日

でとても助かっております。今週 11 日

にツアーで千葉のドイツ村にイルミネーションを見に行っ

に派遣生のための手巻き寿司の講習

た。足利のフラワーパークもすごいが 5 倍もすごいのでビ

があります。それは、派遣国で日本食を振る舞うときのた

ックリでした。

めの練習です。彼も一昨年この練習をしてドイツに行って

下津谷会員：
下津谷会員： 5 日開催の冬の温泉まつりでは細井さんに

おりますが、今年はローテックスとしてお手伝いに来てく

集客していただき又石井会長ご夫妻に参加していただき

れます。

大変ありがとうございました。

そして、今留学生のための日本語教室を開催しており
今月はクリスマス会、年明けにはスキー旅行、京都・奈良

関口会員
関口会員：
会員： しばらくぶりです。遅れましたがクリスマス会
大勢の出席お待ちしております。

の旅行、キャンプと行事は続きます。先般合格した派遣

真中会員
真中会員：
会員： 先程まで心臓カテーテル治療のため東埼玉病

生はまだ渡航先が決定しておりません。なるべく希望国

院へ入院していました。無事終了で今日から忘年会の連

にと思いますが、調整が難しく、今回 40 名の応募があり

チャンです。

ましたが、希望国でないと困るという生徒は不合格に致し

田中会員
田中会員：
会員： 小泉様ようこそ。

ました。この青少年交換のプログラムは大変素晴らしいも

武井会員
武井会員：
会員： 小泉君卓話ありがとう。

のです。派遣生が日本の親善大使として海外に行き日本

舟越会員
舟越会員：
会員： 休みが多くてすみません。

のよさ、日本人の素晴らしさを伝えてくれることで世界平

矢島会員
矢島会員：
会員： お客様ようこそ。

和の手助けができればいいと思います。そして、この事

中野会員
中野会員：
会員： 小泉君ようこそ。

業の手助けになるこの委員会のメンバーであることに誇

野口会員
野口会員：
会員： 小泉君、お話しありがとうございました。

りを持っております。ありがとうございました。

井上会員
井上会員：
会員：細井会員：渡辺（嘉）会員：
細井会員：渡辺（嘉）会員：折原（弥）会員
会員：折原（弥）会員

親睦委員会報告

関口会員

本日のスマイル

12 月 22 日（木）アグリパークで「クリ

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

スマス例会」を行います。昨年とほぼ
同じ進行になりますが、今回は杉の子
吹奏楽団の演奏を余興で入れており
す。委員の皆様には残って頂き進行の
打ち合わせを行いますのでご協力お願い致します。
関口会員
関口会員
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スマイル報告

落合（喜）会員
落合（喜）会員

石井会長
石井会長：
会長： 今年も残すところ 23 日、体調管理に充分気を
つけて年末を送ってください。小泉君帰国報告ありがとう
ございます。

渡辺幹事：
渡辺幹事： 12 月はせわしなく疲れます。
栗原会員：
栗原会員 ： 小泉君りがとう。ぜひローテックスとして杉戸
RC を大いに PR してください。建設会社 20 日までしか道
路が使えないので毎晩社員が夜の 12 時近くまで帰ってき
ません。残業代がこわいです。
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✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

ます。このあと、親睦委員会を行いま

出席報告

宮田会員：

第２３７３回例会 ２０１６年１２月１５日
２０１６年１２月１５日
点鐘
ロータリーソング
四つのテストの唱和
会長挨拶

石井会長
それでこそロータリー
戸賀崎会員
石井会長
石井会長

本日 15 日は安倍総理が、山口県
長門市でロシアのプーチン大統領と
首脳会談等を行う予定です。翌日に
は首相官邸で、エネルギーや医療・
保健、極東開発など８項目の経済・民
生協力プランについて合意文書を交
わす予定です。この経済連携協定のあと北方領土の返
還へのきっかけになればということだと思います。

12 月 12 日に宮代議会が終わりました。議会の中で杉

出席報告

関口会員

戸町と関係あることをお話しさせて頂ければと思います。

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

まず 1 つは、東武動物公園駅の東口通り線の整備につい

43

20

23

0
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69.76%
69.76%

て、平成 29 年の 3 月 31 日に事業認可が県からおり、4

スマイル報告

月以降には駅前広場が領地交渉にはいる予定になって

石井会長：
石井会長： 今年最後の例会場での例会です。本年 1 年大

おります。この件については、古谷町長からも協力すると

変お世話になりました。ノロウイルスが流行しています。

いうことを伺っておりますので、4 号線までの整備がいよ

手洗いはこまめに。

いよ始まることになります。

関口 会員

渡辺幹事： 阿部さんはクク料理でオモテナシ、プーチンさ

2 つめは、杉戸町との合併ですね。議会の中で合併の
請願が出ています。平成 26 年宮代町で住民意識調査を

んお土産はなんですか。北朝鮮の時はマツタケでした
が。

しましたところ、62.5％が杉戸町と合併をしたいということ

中野エレクト： 次年度よろしくお願いします。

でした。しかし、議会ではいまだ可決されておりません。

武井会員： 今年の例会場での例会は最後になりました。一

私はもちろん杉戸町との合併に賛成をしております。反
対派の中には、久喜や白岡との合併を望んでいる方もい
ますね。しかし私は杉戸町との合併が好ましいと思ってお
ります。今後もよい進展がございましたらご報告したいと
思います。

幹事報告


下津谷会員： 女房が集めたキャップを持参しました。これ
で何人の子供が助かるのと聞かれました。

落合（喜）会員：
落合（喜）会員： クリスマス会がもうすぐですネ。昨年は欠
席しましたが今年はバッチリと元気になったので務めさせ

渡辺会員

青少年奉仕部門より、平成 29 年 1
月 12 日（木）ラフレさいたまにて開



年は早いですね。

て頂きます。皆さん楽しみにしてネ。

渡辺（孝）会員：
渡辺（孝）会員： 21 日に富岡 RC のクリスマス会に行ってき
ます。

催されるインタークト委員長会議

加藤会員：
加藤会員： 毎朝の車通勤で楽しみにしている田んぼ道が

の案内が届いております。2 月 10

あります。今朝は最高でした。冬の青空を背景に真っ白な

日（金）から 15 日（水）の 5 日間、

富士山がくっきりと見えました。

韓国 RI3750 地区より 7 名のロータ

折原（正）会員：年次総会、大変お世話になりました。

リアンインターアクトの学生、6 名の顧問教師が来日

田中会員： 中野エレクト宜しくお願いします。

するにあたり開催される訪日説明会です。

野口会員： 今年もあと 2 週間余りとなりました。お世話にな

2017 年アトランタ国際大会（平成 29 年 6 月 10 日～6

りました。

月 14 日）RI2770 地区ガバナーナイト（6 月 10 日）の

長岡会員： 良いお年をお迎えください。

案内が届いております。

栗原会員： 今年は異常で、今月忘年会が 16 回あります。

上半期実績報告・クラブ協議会
上半期実績報告・クラブ協議会

毎日気持ち悪いです。

関口会員： 来週 12 月 22 日クリスマス会皆様の参加お待ち
しております。本年はこれで最後です。来年は 1 月 5 日が
初例会です。

舟越会員：真中会員：折原会員：矢島会員：宮田会員：
細井会員

本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額

２９，０
２９，０００円
，０００円
４３４，５００
，５００円
４３４
，５００
円

スマイル目標額
１，３００，０００円
１，３００，０００円
✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

