
   
    

 

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２３７６第２３７６第２３７６第２３７６回例会回例会回例会回例会    ２０１７年１月５２０１７年１月５２０１７年１月５２０１７年１月５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 

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介 

第 2770 地区直前ガバナー 井原 實様 

2016-17 年度交換留学生 リサ・ドュイさん 

米山奨学生 パク・アヒョンさん 

1111 月結婚祝月結婚祝月結婚祝月結婚祝                                                                                        関口関口関口関口会員会員会員会員 

井上勝雄（7 日）  

1111 月誕生祝月誕生祝月誕生祝月誕生祝                                             

中野恒明（6 日）  

石井眞一（10 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    

昨年の 12 月 16 日（金）第 6 回会

長・幹事会がありましたのでご報告

致します。まず、第 6 グループゴルフ

の決算報告について、チャリティ募金

で 10 万 9322 円が集まりました。これ

は鳥取県の東部地震の支援金とし

て送金されます。ちなみにゴルフの結果は、私が足を引

っ張りましたが他の皆様のおかげで杉戸 RC が優勝致し

ました。 

そして、第 6 グループのインターシティミーティング（IM）

が、3 月 25 日（土）春日部 RC がホストで春日部商工振興

センターにて、午後 1 時から開催されます。この春日部商

工振興センターは、3 月で閉鎖されるそうです。インターシ

ティミーティングとは都市連合会のことで、今回は IM の基

本に立ち返って五大奉仕部門の青少年奉仕に重点を置

き、第一部では「青少年の未来」をテーマにシンポジウム

を行います。各クラブ会長と青少年が加わって討論をい

たします。当クラブからも米山記念奨学生のパク・アヒョン

さん、青少年交換派遣生の小泉君など参加していただけ

ればと思います。コーディネーターは、寺門ガバナー補佐

が務めます。第二部では、記念事業として「東日本大震

災復興支援」シャンソン歌手の大塚茉莉子コンサートを

行います。第三部は、懇親会を寺門ガバナー補佐のお知

り合いだそうです。大塚を行いま第 6 グループにちなんで

「ロータリーは、大ロックだぜ!!」と銘打って盛大にロックの

のりで行うそうです（笑）。 

2018-19 年度ガバナー補佐として、廣井会員が次々年

度のガバナー補佐に推薦されましたので皆様にご報告

致します。 

春日部南 RC 清水会長からのご提案で、「ライダーズク

ラブ」を発足したいそうです。地区にはすでにあって浅水

ガバナーは、ハーレーに乗っているそうです。田中徳兵

衛 PG が顧問を務めているとのことです。 

平成 28 年の 12 月 17 日 RLI パートⅢに参加をして卒

業を致しました。この RLI は 9 年前にはじまり 32 地区のう

ち 22 地区が実施をしております。当クラブは栗原会員、

渋谷会員、そして今回私が卒業を致しました。その証とし

て今付けているバッジを頂きました。大変厳しいセミナー

でしたが、自分なりに達成感を得ることが出来ました。今

日お越しの井原 PG には、公共イメージと広報と言うセク

ションでお話しをして頂きましたが、この長いセミナーの

中で一番印象に残ったセクションでした。 

12 月 23 日（金）米山感謝の集いに、私と渡辺幹事、加

藤会員で参加をして参り

ました。パクさんは入学

式とは別人と思えるほど

スピーチが上手くなりま

したね。大変な努力をな

さったことと思います。 



今年は酉年ですが、酉年の人は十二支のなかで一番

少ないそうです。日本の人口 1 億 2600 万人で 943 万人し

かおらず 1 パーセントに満たない数です。著名人でいうと

黒柳徹子さん、吉永小百合さん、武豊さん、小泉進次郎

さん、石川佳純さんですね。トリは運気とお客様を取り込

むと言いますので、酉年にちなんでお客様をどんどん取

り込んで頂きたいと思います。  

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    

2 月例会予定 

2 日 誕生祝・雑誌紹介・理事会 

9 日 外部卓話（青少年奉仕部門） 

16 日 3 クラブ合同例会に振替え（2/14） 

23 日 会員卓話 

� 幸手中央 RC 新年賀詞交歓会 

1/24（火）18:30～ホテルグリーンコア→会長・幹事 

� 地区よりクラブ内学友委員会設立の要請→保留 

� 1 月 19 日（木）例会場にて、東埼玉病院のスタッフが

来訪し第 12 回市民公開講座説明会があります。こ

の事業は杉戸 RC 協賛の事業になります。 

お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶            第第第第 2770277027702770 地区直前ガバナー地区直前ガバナー地区直前ガバナー地区直前ガバナー    井原井原井原井原    實様實様實様實様    

昨年中は大変お世話になりました。

本日はリサさんが来日するということで

例会におじゃますることになりました。リ

サさんと、ドイツ語で話ができるのを楽

しみにしてきました。「リサさんと再びお

目にかかれて嬉しいです。（ドイツ語で）」 

昨年はトランプさんが次期大統領になったり、難民問

題で EU からイギリスが離脱したり、想定外ということが多

かったと思います。また日本でも小池都知事のおかげで

オリンピックや築地移転がこれほど問題になるとは思い

ませんでした。今年は大変な不安を持った年明けになり

ましたが、何故か株価だけはあがり不思議な現象です。

20 日にトランプ氏が施政方針をするのでそこからかなり

見えてくるのではと期待感を持っています。 

その中で確実に進んでくるのが人工知能（Artificial 

Intelligence; AI）ですね。昨年 AlphaGo（アルファ碁）という

コンピュータが、囲

碁の名人に勝った。

今後は人口知能を

使った新しい時代が

くるのではないか、

産業革命が来るのではと言われています。 

産業革命は、蒸気機関から始まりました。動力が動き

機械で物をつくるようになり、物が大量生産できるように

なりました。これが産業革命の始まりでした。それから、

ヘンリー・フォードなどが、自動車をつくるようになったの

がまた産業革命だと思いますし、次には、情報革命とい

いますが、コンピュータが産業の隅々に使われるようにな

りました。そしてその次には、そのコンピュータがついに

知能を持つのではないかというのが現在です。知能の定

義は色々ありますが、囲碁に勝つというのも一つです。も

う一つは、医療診断です。これが格段に進むだろうと言わ

れています。がん患者の場合、症例のケースをたくさん

見て制がん剤の薬を選べる、そのような時代がやってくる

ことが予測されています。そして、車の自動運転、法整備

さえ進めば 2020 年、あと 4 年で車が自動運転できるよう

になると言われています。そこで、もし皆様のなかで株に

興味がある方がいたら、アメリカの AI の株に投資をして

みてください。例えば、NVIDIA Corporation（アメリカ合衆

国カリフォルニア州サンタクララにある半導体メーカー）画

像を分析する CP を一社独占でやっております。すべての

会社がこのチップを買うことになります。株価が上がるの

は間違いありません。 

トランプ氏が雇用の増出ということで、GM がメキシコに

工場をつくるのを阻止したり、アップルがアメリカでなく海

外に税金を納めていることを非難し、カリフォルニアに工

場をつくると発表したり、おかしなことが起こっていますが、

これでアメリカの重工産業がよみがえる可能性があるの

ではと思います。 

先程は、石井会長から RLI を褒めて頂きましたが、皆

様も是非参加をして頂いてロータリーの繁栄と活性化に

ご協力頂きたいと思います。 

お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶                                                                            リサ・ドゥイさんリサ・ドゥイさんリサ・ドゥイさんリサ・ドゥイさん    

皆さんこんにちは。お久しぶりで

す。こんなに早く日本に帰ってこら

れると思いませんでした。私は先月

の 26 日に日本に着きました。10 日

に帰ります。もっと日本にいたいで

す。大晦日は渋谷のスクランブル交

差点でカウントダウンをしました。いい経験でしたが、人

が多すぎて 2 回目はいいです。7 日には共栄高校に友達

に会いに行きます。8 日は地区のオリエンテーションに参

加します。楽しみにしています。 

 



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    

あけましておめでとうございます。

今年は大学生活の最後となる私にと

って意味の深い 1 年になります。私は

大学 4 年生ですが 1 年生のときから

日記を書いておりまして、昨日部屋の

片づけをしていたら、3 年分の日記が

出てきて全部目を通しました。いつも 1 月には不安なこと

しか書いていなくて、恐いとかこうなりたいとかばかり書い

ていました。今考えると、その殆どを叶えたかなと思いま

す。今年も悔いなく過ごすために就職活動を頑張りたいと

思います。 

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 の RI

会長メッセージから「問題（SDGｓ）が 2

年目の都市でもあります。SDGｓが目

指す最終的な目標は、すべての人々

が、平和、繁栄、安全、平等を享受で

きる世界の実現です。持続可能性と

いう概念は、ＳＤＧsだけでなく、ロータリーの奉仕にとって

も鍵となる考え方です。持続可能性とは、その名の通り、

持続的に発展させるということです。例えば、井戸をほる

だけでなく、その井戸を地域社会が持続していけるように

工夫するということです。ただ1週間の無料巡回治療を行

うだけでなく、現地の医療従事者も要請することです。持

続可能性とはすなわち、家族や地域社会に対して目標達

成に必要なツールを提供することで、自分自身の将来に

責任を持つ力を与えるということなのです。このように RI

会長は仰っております。 

次に P.7 特集「守り、

伝える」をご紹介致し

ます。日本各地に伝

承される郷土（古典）

芸能や、その地域で

独自に育まれてきた

文化。後継者がいな

い、地域でもあまり知

られていない、お金が足りないなど、伝統文化の維持・伝

承には、さまざまな課題があります。今回の特集では、こ

うした伝統文化を支える取り組みを行うロータリークラブ

の活動を紹介しています。P.8～13 まで各クラブの取り組

みが書かれているので是非ごいちどくを。 

次に P.14「職業奉仕」はロータリーの根幹か？「日本の

ロータリー100 周年に向けて考えたいこと」をご覧ください。

1 月は職業奉仕月間です、ここでは職業奉仕の捉え方や

あり方について書かれています。日本と世界とでは職業

奉仕が違うということを認識したうえで、「職業奉仕」という

言葉で「奉仕の理念」や職業倫理感を語るのをやめてみ

みてはと提案しています。少し難しい内容ですが、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                           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    

44442222    23232323    19191919    0000    15151515    81.9081.9081.9081.90%%%%    

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    

井原井原井原井原實様實様實様實様：：：：    明けましておめでとうございます。今年も宜しく

お願いします。リサさん、ヴィルコーメン、ウエルカムバッ

ク トゥ杉戸 RC 年    

石井石井石井石井会長会長会長会長：：：：    大作会員謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

会長職もあと半年となりました。本年は楽しいロータリー

クラブを作りあげるため全力で取り組みますのでご指導、

ご協力の程、宜しくお願い致します。 

渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事：：：：    井原直前ガバナーようこそ。会員の皆様明け

ましておめでとうございます。後の下期よろしく。ご協力

をお願いします。 

真中真中真中真中会員会員会員会員：：：：    箱根駅伝、母校（春日部高校）の後輩、法政大

学の青木君が 8 区で力走しました。1 年生来年以降が楽

しみです。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    新年おめでとうございます。本年もよろしく。楽

しい例会になるように。 

折原（正）会員折原（正）会員折原（正）会員折原（正）会員：：：：    井原パストようこそ。リサ、おかえり。会員

の皆様、パクさん、今年もよろしくお願いします。 

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：    新年おめでとうござい 

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    フロエス ノイエス ヤー!! （あけましておめで

とうございます。）井原直前ガバナー様、お忙しい中、あり

がとうございました。リサ、おかえりなさい、リサの笑顔に

会えて嬉しい。パクさん、こんにちは。 

武井会員武井会員武井会員武井会員：：：：    新年おめでとうございます。本年も宜しくお願い

します。井原パストガバナーようこそ。 

加藤会員加藤会員加藤会員加藤会員：：：：    大作さんの卓話よく覚えています。うなぎの天

ぷらには、天然の若いメソうなぎが一番だが、もう手に入

らないと言われていました。ご冥福をお祈りいたします。 

渋谷渋谷渋谷渋谷会員会員会員会員：：：：    今年もよろしくお願いいたします。 

田中田中田中田中会員会員会員会員：：：：新井会員：舟越会員新井会員：舟越会員新井会員：舟越会員新井会員：舟越会員：小柳会員：：小柳会員：：小柳会員：：小柳会員：    井原 P.G よう

こそ。本年もよろしくお願い致します。 



篠原篠原篠原篠原会員会員会員会員：：：：    井原様、パクさん、リサようこそ。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    井原直前ガバナー、リサ、ようこそ。 

仁部仁部仁部仁部会員会員会員会員：：：：    会員皆様の素晴らしい 1 年をご祈念申し上げま

す、合掌。 

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    大作さんのご冥福を祈ります。 

 

 

 

第２３７７回例会第２３７７回例会第２３７７回例会第２３７７回例会    ２０１７年１月１２日２０１７年１月１２日２０１７年１月１２日２０１７年１月１２日        
夜間例会夜間例会夜間例会夜間例会    新年会（高橋屋）１８：３０点鐘新年会（高橋屋）１８：３０点鐘新年会（高橋屋）１８：３０点鐘新年会（高橋屋）１８：３０点鐘    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           関口会員関口会員関口会員関口会員    

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    

42424242    27272727    15151515    0000    10101010    88.0988.0988.0988.09%%%%    

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    

石井会長石井会長石井会長石井会長：：：：    誕生日祝いのお酒ありがとうございます。早速

いただきました。新年会楽しみましょう。 

渡渡渡渡辺幹事辺幹事辺幹事辺幹事：：：：    本年は多難になりそうです。どうにか良い年に

したいのですが。 

武井会員武井会員武井会員武井会員：：：：    本年も宜しくお願いします。年おめでとうござい 

深瀬会員深瀬会員深瀬会員深瀬会員：：：：    おめでとうございます。本年も宜しくお願いしま

す。 

折原（弥）会員折原（弥）会員折原（弥）会員折原（弥）会員：：：：渡辺（嘉）会員：古谷（豊）会員：細井会員渡辺（嘉）会員：古谷（豊）会員：細井会員渡辺（嘉）会員：古谷（豊）会員：細井会員渡辺（嘉）会員：古谷（豊）会員：細井会員    

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 ４３４３４３４３，０，０，０，０００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 ５１７５１７５１７５１７，５００，５００，５００，５００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✽✽✽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長岡会員：長岡会員：長岡会員：長岡会員：    あけましておめでとう。 

関口会員：関口会員：関口会員：関口会員：    寒さがいよいよ本格的、風邪などひかないよ

うに。 

矢島会員：矢島会員：矢島会員：矢島会員：    寒本年も宜しくお願いします。 

折原（弥）会員折原（弥）会員折原（弥）会員折原（弥）会員：：：：渋谷会員：落合（喜）会員：下津谷会員：渋谷会員：落合（喜）会員：下津谷会員：渋谷会員：落合（喜）会員：下津谷会員：渋谷会員：落合（喜）会員：下津谷会員：    

小林会員：石塚会員：仁部会員小林会員：石塚会員：仁部会員小林会員：石塚会員：仁部会員小林会員：石塚会員：仁部会員 

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 ２７２７２７２７，０，０，０，０００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 ５４４５４４５４４５４４，５００，５００，５００，５００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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