
   
    

 

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２３７９第２３７９第２３７９第２３７９回例会回例会回例会回例会    ２０１６２０１６２０１６２０１６年１月２６年１月２６年１月２６年１月２６日日日日    
点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                      石井会長    

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             それでこそロータリー    

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                  真中会員 

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    

稀勢の里が第 72 代の横綱に推

挙されました。日本人の横綱として

は 19 年ぶりとなります。千秋楽の

稀勢の里のインタビューで涙を流し

ておりましたが、今まで大変な苦労

をしてあきらめずに頑張ってきたの

だと思います。15歳から角界に入り

30 歳 6 か月で 7 番目の年長での昇進です。白鵬の連勝

を止めたのも稀勢の里、優勝に準ずる成績 10 回以上、

綱取りに 6 回挑戦して失敗しましたが諦めず努力を致し

ました。15 年間のうち休んだのは 1 日だけだそうです。 

稀勢の里は、茨城県牛久市出身です。牛久というと鰻

が有名で、今回 72 代横綱の誕生で 10000 円相当の鰻重

を 7200 円で限定１０食販売しているそうです。あとはワイ

ンが有名です。 

昨日は帝国ホテルの３階で横綱の伝達式がありました。

皆様も同じだと思いますが、口上の四字熟語を楽しみに

しておりましたが、「横綱の名に恥じないよう精進致しま

す」という口上でした。稀勢の里らしい口上でしたね。 

ちなみに、2011 年に亡くなった隆の里の口上が「横綱

の名を汚さないように精進します」でしたのでやはり親方

の口上を引き継いだのかなと思います。 

横綱の待遇は、昇進時に日本相撲協会から名誉賞で

100万円、月給が大関より 47 万3000 円増えて 282万円、 

付き人が横綱になると10人、引退後5年間は年寄り名跡

がもらえるそうです。横綱は特別ですね。 

 

12 月末の週報に載っていました親睦委員会のアンケート

に書いていますが、私の座右の銘は、「一日一生」「一期

一会」「ベストを尽くす」の 3 つです。「一日一生」は、朝起

きた時から夜寝るまでを一生と思って過ごしなさいという

ことです。一日一日を大切に過ごしなさいということです

ね。「一期一会」は、人との出会いを大切にるすことです。

「ベストを尽くす」これはこの言葉の通りです。 

  尊敬する人物は、上杉鷹山（領地返上寸前の米沢藩

再生のきっかけを作り、江戸時代屈指の名君として知ら

れている）です。子どもの頃は野口英世、中学生の頃に

なると長嶋茂雄、その後は豊臣秀吉、田中角栄です。 

  今日は公務のため早退をさせて頂きますが、次回にま

たお話しさせて頂きます。 

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    

� 学友部門委員会より、次年度は、

各ロータリークラブにて、学友委

員会を設立して頂くことをお願

い申し上げます。また委員会の

増設が難しい場合は、既存の委

員会にて、地区学友委員会との

連携の窓口を設けて頂きますようお願い申し上げま

すと案内が届いております。 

� 次年度地区幹事より、2017 年 3 月 9 日（木）・10 日

（金）の 2 日間ラフレさいたまにて開催される「会長エ

レクトセミナー」の案内が届いております。会長とな

るための必須受講となりますので、必ず出席をしてく

ださいと書かれております。 

� R 財団部門より、平成 29 年 2 月 24 日（金）市民会館

おおみやにて開催される、地区補助金セミナーの案

内が届いております。補助金を申請するには、補助

金管理セミナーに出席しなければなりません。 
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折原会員（ライラ委員）     戸賀崎会員（青少年奉仕） 

 

 

 

 

    

栗原会員（地区補助金運営委員）    

    

    

    

    

    

※今月は職業奉仕月間ということで過去セミナー※今月は職業奉仕月間ということで過去セミナー※今月は職業奉仕月間ということで過去セミナー※今月は職業奉仕月間ということで過去セミナー

の資料から抜粋したものを読み合わの資料から抜粋したものを読み合わの資料から抜粋したものを読み合わの資料から抜粋したものを読み合わせしました。せしました。せしました。せしました。    

職業奉仕月間（四つのテスト）職業奉仕月間（四つのテスト）職業奉仕月間（四つのテスト）職業奉仕月間（四つのテスト）                                戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員    

� 真実かどうか 

これは「嘘偽りはないか」、「本当の

ことか」という意味であり、自分に問い

かけている。 

� みんなに公平か 

これは関係するすべての人に公平

かどうかということ。ロータリアンの仲間だからとか、特別

の関係にある人だからとか、他のことで便宜をはかっても

らった人だからとかいって特別に便宜をはかってはならな

いことをいう。 

� 好意と友情を深めるか 

「取引に愛を込めて」という意味は、このことである。取

引で関係者間に信用という精神的絆ができ、好意と友情

が生まれると素晴らしいことである。 

� みんなのためになるかどうか 

職業倫理の目標は、みんなのためになることである。

その取引に関係した人たちすべてが等しく幸せになること

から始まり、それが社会全体のためになるということに繋

がるのである。 

職業奉仕月間（「三方よし」の理念）職業奉仕月間（「三方よし」の理念）職業奉仕月間（「三方よし」の理念）職業奉仕月間（「三方よし」の理念）            栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員    

近江商人の「売り手よし、買い手よ

し、世間よし」という「三方よし」の経

営理念は、商取引においては、当事

者の売り手と買い手だけでなく、その

取引が社会全体の幸福につながるも

のでなければならないという意味で

す。 

「三方よし」の原典となった条文は、井上政共(まさとも)

編述『近江商人』の中で「他国へ行商するも、総て我事の

みと思わず、その国一切の人を大切にして、私利を貪る

ことなかれ、神仏のことは 常に忘れざるよう致すべし」と、

簡潔に要約されています。 

職業奉仕月間（職業に責任を持つこと）職業奉仕月間（職業に責任を持つこと）職業奉仕月間（職業に責任を持つこと）職業奉仕月間（職業に責任を持つこと）    折原会員折原会員折原会員折原会員    

 ニューヨークの機械商に、ロンドンか

ら膨大な金額の引き合いがきました。

ところが値段がどうしても折り合わな

い。仕方がないので、社長自らニュー

ヨークからロンドンに行って交渉しまし

たが、どうしても自分のいう通りの値

段にならなかった。仕方がないので、注文主の云い値で

仮調印して表へ出ました。 

クサクサしながら“ボンド・ストリート”を歩いていたら、ス

ポーツにいいような洋服生地が売っていたので、それを

買いました。そして、友だちから、“ボンド・ストリート”に行

ったら、イギリスで一番という仕立屋があるから、そこへ

行って仕立てて貰えと言われていたのを思いだしたので、

その店に行って「この服地で私のゴルフ服をつくってくれ」

と頼みました。そうすると、その店の主人はメガネを取り

だして、うやうやしく生地を拝見していましたが、「お断わ

りします」という。「どうしていけないんだ。金はいくらでも

出す」といっても「お断わりします」というばかり。「どうして

貴方は断わるんだ。客がこれほど頼むのに何故できない

のか」と聞くと、「この生地に、私のところのマークをつけ

て仕立てることはできません」と言う。「なにを生意気なこ

とをいうか」と言って、彼はその服地をひったくって表に飛

びだしました。 

しかし、2、3 歩あるいてハタとひざを打って、なるほど

「これは自分の話じゃないか。」と気がついたのです。 

さっきの取引で、自分は自分のつけた値段なら、自信の

あるスチールでちゃんとした機械をつくって納めることが

できるのに、大分値切られた。それなら二流品のスチー

ルでつくれば勘定に合うと思って仮契約したんだけれども、

いまの洋服屋の一言で、「その機械にうちのマークをはら

なくちゃいかん」ということに気がついたのです。 

そして、「うちの会社が、そういう材料で機械をつくって納

めてもいいものか」と反省し、あわてて取引相手の会社に

ひきかえし、「これこれで、さっきは仮契約したけれども、

申しわけないがご破算にしてほしい。私のところはもうい



いから、ほかの会社と取引してくれ。」と言いました。 

相手はびっくりして、「それはどういうわけだ」と言うので、

いまの洋服屋の話をして、「自分は二番手のスチールを

使って機械をつくろうと思ったんだが、今の洋服屋の話で

急に良心が許さなくなったからやめたいのだ。」と説明し

たら、イギリス人も感心して、それではというので、最初の

申出の値段で取引が成立したということです。 

めでたし、めでたしというわけです。 

職業奉仕月間（人助け続けた女医さん）職業奉仕月間（人助け続けた女医さん）職業奉仕月間（人助け続けた女医さん）職業奉仕月間（人助け続けた女医さん）    渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事    

筆者の母千代子は「女医さん」と

呼ばれていました。ミルクのない家に

はミルクを持って、発熱した人には氷

を持って往診し、寒い日は患者さん

に自分の上着を掛けていました。そ

んな母の働きぶりはまさに「人助け」。

おのずと医師という仕事にあこがれるようになりました。 

 「せっかく女の医者になったのだから、婦人の病気を

治療したり相談相手になった方がいいのでは」という祖父

の勧めで産婦人科を選んだようです。１９３７年、有田市

箕島の自宅で開業しました。 

 待合室には患者さんがあふれ、看護師も毎日午前８

時半～午後９時半まで働きっぱなし。夜中でも電話で呼

ばれればどんなに遠くても輪タクで往診や分娩（ぶんべ

ん）に出掛け、大みそかは夜中の０時を過ぎてから皆で

やっとお茶を飲むような状況でした。 

 母に本を読んでもらった記憶はありません。一人っ子

でもあり、さみしい思いもしました。忘れられない思い出

は大阪市内の高校に通っていたころ。私が「こんな下宿

嫌や」と電話すると、翌朝、母が大阪まで来て下宿を一緒

に探してくれました。仕事を残し、あわてて駆け付けてく

れた母に、申し訳ないやらうれしいやら。母の愛情を再確

認した瞬間でした。 

 ９３年１２月、母は８４歳で亡くなりました。葬儀の後、

母の部屋を片付けていたら、借用書の束が出てきました。

たまっては捨てていたのが、一部残っていたのです。「女

医さんらしいな」と思いました。 

 

 

 

 

 

 

 ６０年初頭、国民皆保険になるまでは自由診療でした。

お金のない人からは決して治療費を取らず、逆に入院費

用を立て替えたりしていました。寝る間もないほど働きな

がら、医院の経費の支払いに追われていました。 

 母を長く支えてくれた看護師や事務員からは後年、

「給料が安かった」と何度も聞かされました。母とけんか

になって、住み込みの看護師が怒って出ていくこともしば

しば。それでも「やっぱり女医さんがええわ」と笑って帰っ

てきてくれました。 

 今でも全く知らない方から、「女医さんには世話にな

りました」と頭を下げられることがあります。何年たっても、

母のことを覚えていて、感謝してくださっている事に驚き

ます。「情けは人のためならず」という言葉通りです。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員    

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    15151515    22227777    0000    11115555    71.4271.4271.4271.42%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                         栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員    

石井石井石井石井会長会長会長会長：：：：    19 年振りの日本人横綱「稀勢の里」のご活躍を

期待致します。本日公務のため早退させていただきま

す。 

渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事：：：：    阿部さん教えて。共謀罪と凶暴罪その対象

者は？ 

小柳小柳小柳小柳会員会員会員会員：：：：    本年もよろしくお願いします。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    暖かい日で気持ち良いですね。 

渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）会員会員会員会員：：：：    今年初めての例会出席です。 

真中真中真中真中会員会員会員会員：：：：    例会の後、東埼玉病院へ心臓不可検査に行っ

てきます。禁酒解禁まであと 4 日待ち遠しいです。 

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    インフルエンザから復帰しました！うがい・手

洗い・何事も基本が大事ですね。 

折原（正）折原（正）折原（正）折原（正）会員会員会員会員：：：：    毎日寒いですね。 

細井細井細井細井会員会員会員会員：：：：渡辺（嘉）会員：矢島渡辺（嘉）会員：矢島渡辺（嘉）会員：矢島渡辺（嘉）会員：矢島会員：会員：会員：会員：折原会員：折原会員：折原会員：折原会員：    

野口会員：栗原会員：深瀬会員野口会員：栗原会員：深瀬会員野口会員：栗原会員：深瀬会員野口会員：栗原会員：深瀬会員 

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 

スマスマスマスマイル累計額イル累計額イル累計額イル累計額 ５９２５９２５９２５９２，５，５，５，５００００００００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✽✽✽ 

 

 

 

 



 

２０１６・７．１～２０１６．１２．３１ 杉戸ロータリークラブ　平成29年2月2日

本年度予算
2016.12.31

実績
摘　　要

0 102,081

11,351,620 5,935,810 年会費、半期会費

60,000

16,500 \1500X11名

地区補助金・助成金 地区補助金は各科目へ入金（音楽祭・青少年交換）

0

9 決算銀行利息金

11,351,620 6,114,400

本年度予算
2016.12.31

上半期実績
消化率 摘　　要

クラブ奉仕 500,000 410,169 82% ガバナー公式訪問\277,003、中元￥36000、記章、名刺、お礼他

プログラム・R情報 0 0 %

会報・雑誌 420,000 157,788 38% 週報作成\108,000

会員増強・退会防止 0 0 %

親睦 1,000,000 600,194 60% クリスマス会\124935、流灯まつり￥113,142、結婚誕生祝、親睦ゴルフ

出席 1,000,000 460,000 46% 地区大会\440,000、

小計 2,920,000 1,628,151 56%

職業奉仕 20,000 10,000 50% 夜話会登録料

社会奉仕 400,000 235,276 59% 夏祭り\5万、流灯祭\10万、すぎスポ\40000、障害者\30000他

国際奉仕 5,000 5,000 100% 杉戸町国際交流協会

青少年奉仕 200,000 261,500 131% \261500（ホストファミリー御礼、送別会、携帯1年間・保険等精算）

特別事業費 330,000 136,360 41% 杉戸町音楽祭（地区補助金別途\142800）

小計 955,000 648,136 68%

ロータリー財団 902,000 390,774 43%

米山記念奨学会 1,000,000 450,000 45%

小計 1,902,000 840,774 44%

地区分担金 1,148,000 583,200 51%

ＲＩ人頭分担金 257,070 125,705 49% 上半期RI人頭分担金26.5ドルX41

米山普通寄付 205,000 102,500 50% 上半期米山普通寄付金\2500x41

特別分担金 41,000 43,000 105% 特別分担金\1000x41、新入会員追加\2000

小計 1,651,070 854,405 52%

例会費 1,600,000 478,330 30% 例会食事、移動例会費用、例会用品(お茶、コーヒー等)

会長幹事会費 200,000 90,000 45% 会長・幹事会

小計 1,800,000 568,330 32%

事務用品費 50,000 17,893 36% コピー用紙、プリンターインク、領収書、祝儀袋、乾電池、他

印刷費 55,000 50,000 91% 年度計画書作成費\50000（穂刈）

通信費 200,000 131,252 66% 電話代・FAX･携帯代、切手代、ハガキ、宅配便、インターネット

人件費 960,000 480,000 50% 穂刈：80000X6か月

慶弔費 80,000 10,000 13% 結婚祝、出産祝い、香典、花輪、

支払手数料 20,000 9,072 45% 振込手数料

事務所費 150,000 169,405 113% プロジェクター購入￥65,664、リース料金（コピー機）トナー交換、他

予備費 608,550 0 %

小計 2,123,550 867,622 41%

11,351,620 5,407,418 48%

0 706,982

収入 6,114,400円 - 支出 5,407,418円 ＝706,982円

上記の通り報告します。　平成29年2月2日　     杉戸ロータリークラブ 会長 石井眞一　  会計 石塚幹正

　　　　　合　　計

　　　　　収支合計
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杉戸RC上半期会計報告
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