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折原正昭（18 日） 平井浩司（22 日）

また日本企業はアメリカに工場をつくり 150 万人の雇用
をつくり出しています。10 日の首脳会談では、安倍総理
大臣が日本の主張をしてほしいと思います。
先月警視庁が裁判所の令状
なく衛星利用測位システム（Ｇ
ＰＳ）端末を取り付けた捜査に

矢島紀一（28 日）

ついて「違法」と判断した一方、

野口 久正（8 日）

「証拠能力は否定されない」と

2 月誕生祝

して結果を証拠として採用する決定をしたことで注目され

小川勝之(8 日) 田中昌夫（8 日）

ましたが、GPS は皆様ご存じの通り「全地球測位システ

矢島紀一（11 日）

ム」といって地球上の現在位置を測定するためのシステ

篠原達幸（12 日）

会長挨拶

石井会長
石井会長

最近のニュースでは、毎日トランプ
大統領の話題でもちきりようです。今
年の 1 月 20 日に正式に大統領に就
任してから大統領令を連発しておりま
す。TPP の離脱を表明し、中東、アフ
リカ 7 か国からの入国を拒否、航空機
の搭乗者も 721 人入国を拒否されています。国内でも分
裂が起きています。それにして一昨日、司法長官代行を
解任しました。ロイター通信の調査によりますと、入国制
限を米国民 49％指示しているそうです。
2 月 10 日に安倍総理がアメリカに訪問をして日米首脳
会談が開かれるそうです。トランプ大統領は、日本の自
動車貿易は不公平であると言っています。「日本は米国
車を日本で売れないようにしているのに、日本は船に何
万台も積んで売ろうとしている。」。日米貿易摩擦は 1980
年から 90 年にかけてがピークですが、このころはデトロイ
トで日本車が壊されるというような事件もありました。しか
し今では当時の半分以下の輸出台数です。

ムのことです。携帯電話の電源を入れておくと一番近くの
基地局に捉えられ位置が分かってしまいます。
また N システムというのもあります。これは、特定の車
両がどのように移動しているのかを把握する必要が出た
ときのために、常に全通過車両のナンバーを読み取り、
そのデータを記録するシステムです。基本的には刑事事
件の容疑者の移動経路を確認するなど、特定の使用方
法に限られます。
その後「通信傍受法」というのができました。当時盗聴
してもいいとされる犯罪は「薬物犯罪」「銃器犯罪」「集団
密航」「組織的殺人」の 4 つだけ。プロの反社会組織の犯
罪に限られているが、それら犯罪組織への盗聴には、ま
ず裁判所で令状を取り、全国どこの警察も、携帯電話会
社などの東京本社に出向き、社員の立ち会いでの盗聴
が条件とされています。私が au にいた頃は、通信の発信
記録の照会が毎日のように警察からあり専門の部署が
ありました。
最後に皆さん春の３K をご存知ですか。「花粉・風邪・
火事」です。この時期はとても多いので皆様の気を付け
てお過ごしください。

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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幹事報告


渡辺会員

米山記念奨学会より、奨学事業

本日の雑誌紹介は、まず P.3 の RI

推進の参考資料として 2016 年 4

会長メッセージから「世界はますますロ

月～2017 年 3 月終了奨学生およ

ータリーを必要としています」をご紹介

び人気を終えるカウンセラーに対

します。112 年の間、ロータリーは数多

しアンケートを実施するという案

くの試練に立ち向かってきました。そし

内会が届いております。

て争いには平和を、貧困に苦しむ人に

理事会報告

渡辺会員
渡辺会員

3 月例会予定





雑誌紹介

篠原会
篠原会員

は教育を というように答えを出してきました。小さな村に
診療所を設置することから、世界規模でのポリオ撲滅活

2日

誕生祝・雑誌紹介・理事会

動に至るまで、プロジェクトの大小にかかわらず、基本的

9日

会員卓話

な医療の不足という問題にも対応してきました。世界は今

16 日

会員卓話

ロータリーを必要としていて、私たちの勇気、前向きな思

23 日

3/25 第 6 グループ IM に振替え

考、理想を必要としていますと言っています。

30 日

夜間例会（和泉屋）

次に P.7「合併…その後」をご覧ください。各クラブの合

2/9（木）青少年奉仕部門卓話

併状況が書かれております。P.8 では当地区の八潮みら

部門委員長加藤始様（蓮田 RC）

い RC の記事が出ています。どのクラブも最初は会員減

ライラ研修について、研修生 3 名予定

少から、少人数でこのまま頑張るか、合併して新しいクラ

136,000 円クラブ負担

ブとして生まれ変わるかの選択です。他のクラブがどの

2 月 18 日（土）第 12 回市民講座（カルスタ）杉戸 RC

ように合併して、現在どのような状態であるのか書かれて

よりポリオ募金を行う。人選は追って連絡。

おりますので是非読んでみてください。

20172017-18 年度 諮問委員 委嘱書授与

次に P.11「ロータリー財団 100 周年を祝う」をご覧くださ
い。岡山南 RC では、社会奉仕事業で大学生、短期大学
生、専門学校生、一般市民を対象に、ロータリー財団 100
周年記念イベントおよびロータリーデーとして、地区補助
金事業「ハートフルミーティング in 岡山 ストップエイズキ
ャンペーン」を開催しました。その様子が書かれておりま
す。また P.15 にわたり各クラブでの事業報告があります

米山奨学生報告

パク・アヒョンさん

のでご覧になってください。

昨日期末試験が終わり春

そして P.29 をご覧くだ

休みになりました。昨日受け

さい。2016-17 年度地区

た試験が「政治史」で、この

大会略報に第 2770 地

授業はとても簡単だからと言

区の報告が載っており

われたのですが、とても難し

ます。2016 年 11 月 12

かったです。そのとき気づい

日～13 日越谷コミュニ

たのが、日本人は高校までに歴史や社会の授業で勉強

ティーセンターで開催さ

をしていますが、私は白紙の状態で受けていたので一か

れた報告で浅水ガバナーの写真も載っております。

ら勉強をしなければなりません。大学の授業だけでなく今

次に、P.30～31 熊本地震や東日本大震災の支援の状

後は就職活動や社会生活においても何倍も努力をしてい

況が報告されています。横浜旭 RC では、まだ使える放置

かなければ生き残れないとあらためて感じました。来週ソ

自転車を選別し、ロータリアンが 1 週間かけて分解整備し

ウルに帰省しますが、今気温は氷点下 10 度です。寒さに

熊本の仮設住宅でお困りの方々に届けた様子が書かれ

弱いので帰りたくないです（笑）。

ております。近隣の RC 他に宮城県の RC そして横浜市民
からも寄付金が集まったようです。

次に縦のページ「金子 みすゞの詩より」与えて生きる
喜びをご覧ください。「善きことをなす」とは、一方的に相

スマイル報告

関口会員
関口会員

石井会長
石井会長：
会長： 古谷町長、関口パスト、新井会員、武井会員、

手に親切をするということでもあります。善きことをしても、

舟越会員、オーストラリアバッセルトン訪問お疲れ様でし

その見返りを求めないということ、これがまた大事です。

た。篠原さん雑誌紹介ありがとうございます。

喜んでいる相手の喜びを感じてもっとうれしい、もっと大き

渡辺幹事：
渡辺幹事 ： 霞が関カンツリークラブ、問題があるならゴ

なよろこびを感じ取ることができます。これが「悦び」です。

ルフ会場を辞退すれば、どうせ道路が混雑するばかり

言わなく手実行する人もいます。語らないで歩んでいく人

ですので。

で、一番えらい人です。・・・と書かれています。金子み

関口会員
関口会員：
会員： 友好都市 20 周年デオーストラリア バッセルト

すゞさんは、26 歳で自らの命を絶たれました。放蕩の夫と

ンへ古谷町長他 10 名で参加して来ました。

の離婚の際に娘を母に託すことを懇願する遺書を遺し服

武井会員
武井会員：
会員： オーストラリア訪問、無事終りました。

毒自殺したそうです。当時は女性の権利が非常に弱くわ

矢島会員：
矢島会員： 11 月 75 才後期高齢者の仲間入り、新たなスタ

たさなければならなかったそうです。この記事は大変すば

ートのつもりです。

らしい内容です。これは地区大会での地区指導者育成セ

加藤会員：
加藤会員： 来週の日米会談後にフロリダでゴルフするそう

ミナーの講演での曹洞宗長徳寺住職さんの講演要旨で

です。トランプさんは１８もゴルフ場を持っており、シングル

す。是非読んでみてください。

の腕前です。会談もゴルフも押し切られないよう安倍さん

会員報告

武井会
武井会員

姉妹都市締結 20 周年記念でバッ

頼みますよ！

野口会員
野口会員：
会員： トランプさん凄いですね。良い悪いを別にして。

セルトンに行ってきました。杉戸町開

戸賀崎会員
戸賀崎会員：
会員： もうすぐ節分ですね。鬼は外、福は内!! 世界

宿 400 周年の時に調印式を行ったの

でいろんな差別が始まってもロータリーはひとつ!!

ですが、今回はバッセルトンにおいて

笑顔で福を呼び込みましょう!!

20 周年の記念式典を行いました。

渋谷会員
渋谷会員：
会員： もうすぐバレンタイン Day です。皆様は多分に

ロータリーがこの姉妹都市の橋渡

頂けると思いますが、私は皆様の幸せのためにチョコレ

しをしたので、ロータリアンとして古谷町長夫妻、新井さん
夫妻、小林さん夫妻関口さん、舟越さん、役場の職員、私
と孫、11 人で参加を致しました。季節はちょうど日本と反

ートつくりに励みます。

真中会員
真中会員：
会員： 検査の結果が本日でました。前立腺、能外、循
環器すべて異常なし、思いっきり飲めます。

対です。成田空港までは冬のコートを着て、シンガポール

落合（喜）会員
落合（喜）会員：
会員： もう 2 月ですネ。正月が来たかーと思った

で 1 泊したのでそこで夏服に着替えました。1 月 26 日建

らもう 2 月だ。昨年は病気でイヤな年でした。今年は良い

国記念日だったのでその中で 20 周年記念の調印式も行

年になるぞ。トリ年だもの。

ったという訳です。すぎぴょんの着ぐるみを持って行きま

馬場会員：
馬場会員： インフルエンザの埼玉の感染者数が 13,000 人

したが子どもたちに大人気でした。そして杉戸消防第 2 軍

を終えました。気を付けてまいりましょう。

団の消防車が新しくなるので古いものを寄贈致しました。

中野会員：
中野会員： 今日は病院なので欠席します。

この姉妹都市提携は、私が地区で国際奉仕の活動を
していた時、学生を連れてオーストラリアに行ったことが
きっかけになりました。その後、小川町長のとき中学生の
海外研修などの事業があり現在の姉妹都市提携に至っ

折原（正）会員：
折原（正）会員： 昨日、地区の青少年奉仕部門、今次年度
合同懇親会がありました。新たな出会いに感謝！

下津谷会員
下津谷会員：
会員：長岡会員：
長岡会員： 関口さん武井さんバッセルトンへ
の長旅大変おつかれさまでした。

たのです。20 周年ですが私はその前の 10 年間を含め約

折原（弥）会員
折原（弥）会員：
会員：栗原会員：渡辺（良）会員
栗原会員：渡辺（良）会員：細井
会員：細井会員：
：細井会員：

30 年の付き合いになります。80 歳を過ぎて再びオースト

本日のスマイル

ラリアに行くことができるとは思いませんでした。

出席報告

関口会員
関口会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

42

21

21

0

10

75.00%
75.00%

スマイル本日投入額
スマイル累計額

３１，０
３１，０００円
，０００円
６２３，５００
，５００円
６２３
，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✽✽✽

