
   
    

 

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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3333 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 

井眞一（13 日） 新井 武（14 日） 武井 章（25 日）   

小柳明雄（27 日） 廣井慎一（27 日） 落合優智（27 日） 

3333 月誕生祝月誕生祝月誕生祝月誕生祝                                             

渡辺嘉一（1 日） 廣井慎一（9 日）  

折原弥五郎（23 日）落合優智（27 日） 

小柳明雄（28 日） 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                                渋谷副渋谷副渋谷副渋谷副会長会長会長会長    

明日は 3 月 3 日ひな祭りです。菓子

業界は、第 2 のクリスマスといわれる

ほど昔は忙しい時期でした。しかし、今

ではかつての 5 分の 1 くらいですね。こ

のひな祭りは、平安時代から始まった

五節句のひとつです。五節句の「節」というのは、唐時代

の中国の暦法で定められた季節の変わり目のことで、暦

の中で奇数の重なる日を取り出して奇数（陽）が重なると

陰になるとして、それを避けるための避邪の行事が行わ

れたことから始まりました。ひな祭りは、男女関係なく子ど

もたちの厄を払うために流し雛を流したのが始まりなのだ

そうです。今では 5 月 5 日端午の節句が男の子、3 月 3

日上巳の節句が女の子とされています。 

最近、菓子業界では、七夕の織姫と彦星にかけて 7 月

7 日をサマーバレンタインデーとしています。男女両方か

らプレゼントを贈る行事ですね。また、2 月 14 日の「バレ

ンタインデー」で愛を告白し、3 月 14 日の「ホワイトデー」

でその返礼をした後で、その二人の愛情を確かなものと

するオレンジデーというのもあります。菓子業界もいろい

ろ仕掛けていますが、これだけあるとなかなか定着しま

せんね（笑）。 

最近のイベントでは、バレンタイン、ホワイトデーよりも

10 月 31 日のハロウィンが大きな行事になってきました。

仮装も相まって数年前には考えられなかった行事ですね。

9 月 9 日重陽の節句はあまり知られていませんが、菊の

花をモチーフにした和菓子が並びます。これに洋菓子業

界も乗っかってイベントを仕掛けようと考えられています。

何かの行事にかけて商売をするというのは日本人の感

性なのでしょうか。しかし、このようなイベントを通して皆

様の幸せに役立てればいいと思っております。 

3333 月月月月理理理理事会報告事会報告事会報告事会報告                     渡辺渡辺渡辺渡辺幹事幹事幹事幹事    

4 月例会予定 

6 日 誕生祝・雑誌紹介・理事会 

13 日 新学期あいさつ運動に振替え 

20 日 地区研修・協議会に振替え 

27 日 夜間例会（大吉） 

� 4/21 地区研修・協議会について 

地区役員 5 名（幹事・管理運営・国際奉仕・青少年・

財団）の代理について→欠席の場合、各委員長が

代理をたてる、幹事部会は欠席 

� 2017-18 地区補助金事業について 

補助金 1400 ﾄﾞﾙ（約 162,400 円）、クラブ出資最低額

400 ﾄﾞﾙ（46,400 円）→杉戸町音楽祭で申請予定 

� 3/25 IM について（集合場所・時間・食事）12:00 集合 

春日部商工振興センター 

� あいさつ運動 新学期につき 6 校（杉戸町・教育委員

会・PTA 合同）各学校 2～3 名ずつ 6 校を一斉に行う、

人数が少ない場合は 3 校 

� 5/28（日）～29（月）親睦旅行（鬼怒川方面） 

� 杉戸町社会福祉協議会評議員→馬場会員 平成 29

年度 4 月 1 日より 



タイ旅行タイ旅行タイ旅行タイ旅行報告報告報告報告                                                                                            栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員    

2 月 15 日（水）から 19 日（日）まで私

ども夫婦と折原会員、現地で関口さん

と合流しタイに行っておりました。折原

会員にネットで予約してもらい 1 人約 8

万円のツアーでした。驚いたのは、現

地の地下鉄、タクシーは日本の約 1/7 の値段で、しかも

駅や車両が最新であること、またバンコクは、走っている

車が日本や韓国の高級車で空気も大変キレイな事です。

タイは景気が良いのでしょうか、活気にあふれているよう

に感じました。しかし国王が亡くなったので喪に服してい

るのか、市内の人々が男女とも黒白の服が多かったです。

ほほ笑みの国と言われるようにタイの人はとても優しく、

年金でこちらに永住する人の気持ちがよくわかりました。 

2 日目は、関口さんと共にバンコク

ロータリークラブにメイキャップを致し

ました。会員が多国籍なので例会は

全部英語で行われます。バンコクの

例会では、会長の時間はなくて逆に

会長が会員を指名して進行します。毎

回会長が挨拶で時間をとるよりも、このシステムの方がよ

り多くの会員が参加できるので、クラブ運営には大変有

効だと思いました。 

今回のタイ旅行には関口さんの同期の P ガバナーの

方々がご一緒でしたが、皆さん旅慣れているのに驚きま

した。我々は英語が話せないので、料理をひたすら食べ

ているしかなかったのですが、関口さんが英語をしゃべっ

ているのに驚きました。 

タイ王国の元副首相で、2012-03 年度 RI 会長のビチャ

イ・ラタクンさんのパーティに招待されました。タイでは殆

どの人がビチャイさんを知っています。お迎えに TV 付き

の大きなワーゲンのリムジンが来ました。アメリカのビバ

リーヒルズのような高級住宅街を囲む要塞があり、その

完全な警備の中に今回

のお宅がありました。日

本や近隣国のパストガバ

ナーが集う大変場違いな

パーティで我々はひたす

ら 食 事 を し て い ま し た

（笑）。 

料理はケータリングと言って、料理人が出張してその

場で料理をして提供します。絵にかいたようなセレブの生

活ですね。まあ、料理はあまり私の口には合いませんで

したが・・・（笑） 

そして、とても感動したのが、ビチャイさんは 92 歳とい

う年齢ですが“ I have a dream.”をもっているんですね。タ

イは近年雨が降らず水が足りないので、なんとか灌漑を

つくりたい・・・それに対して日本の P ガバナーが R 財団を

使ったらどうか・・・とセレブはこんなところでそういう会話

をしているのかと感心致しました。 

今回のように海外にメイキャップをするのは初めてです

が、大変いい経験をさせて頂きました。杉戸 RC も将来タ

イのプーケットあたりに友好クラブをつくれたらいいなと思

いました。 

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「多様性が私たち

の強み」とあります。意外なことにロー

タリーに女性会員が初めて入ったの

は今から 40 年前なんですね。しかも

RI の定款に反してとあります。そのク

ラブは加盟を終結されました。そしてその後再加入に 10

年かかります。どうしてロータリーが女性会員を拒んだの

か、今となっては分かりませんね。変化する事への抵抗

だったのでしょうか。 

次に P.8「ローターアクトいま」をご覧ください。ここには、

各地区のローターアクトの活動が掲載されています。そ

の中で石川県の珠洲ローターアクトクラブの「イノシシ解

体例会」では、数年前からイノシシによる被害が急増して

おり捕獲数は増えたが解体出来る人が少なく肉の利用

が課題と書かれています。地元猟師の協力のもと、ウリ

坊一頭を解体しその場で食べたというビックリするような

内容ですが、「命をいただくことについて深く考えさせられ

た」と感想が書かれています。 

 



次に P.14「スリランカ

の子どもたちに清潔な

飲料水を」をご覧くださ

い。スリランカ北部の

内陸では農薬が原因

で極めて水質が悪く、

人体に悪影響を与える物質が流れ込み、地下水を汚染

し様々な病気の元となっているそうです。そこで、日本の

勝浦 RC とドイツ、シンガポール、スリランカのクラブが共

同で浄水設備設置の事業を行った様子が写真とともに報

告されています。 

次に P.18「心は共に」 東

日本大震災の復興の様子

をインドの写真家から見た

様子が写真と共に載ってい

ます。その中で彼は、「福

島の復興はとても遅く、ま

た、物理的な復興によって、

福島の傷が癒えるとも思え

ません。津波に襲われた地

域の片づけられた瓦礫、新

しいビルや道路といった目に見えるものと、目に見えない

ものとの間には、進展に違いがあるということを知りまし

た。」と言っています。そして、次のページには、「仮設住

宅は人々の絆を深めていると言う人がいます。なぜなら、

全員が同じトラウマを抱えているからです。（中略）計画

的なコミュニティーの支援や、コミュニティーの関わり合い

によって、人々は傷を癒し始めています。」と書かれてい

ます。多くの写真が掲載されていますのでご一読を。 

次に縦の P.4「地方創生～ひと・まち・しごと」をご覧くだ

さい。「今、ふるさとが地域経済の低迷や農林水産業の

衰退などにより危機に直面しています。人口減少、少子

高齢化の波に飲み込まれようとしています。地域に住む

若者と語り合ってください。自分たちの住んでいる町の素

晴らしさを伝えてください。町を元気にするためには何を

したらよいいのか、若い人自身の力で考えていく道を創っ

てあげてください。ふるさとの賑わいに向けて！」 

容赦なく時代が流れて行く中、私たちはふるさとで暮ら

し、気が付いたこと、経験したこと、体験したことの詳細を

世代を超え、地域の縦糸として伝えていかなければなら

ないと語られています。私たちも杉戸町の事をどのくらい

伝えていけるのかと考えさせられます。 

 次に P.13「友愛の広場」庄原こどもミュージカルをご覧く

ださい。「いじめや学級崩壊などから子どもの笑顔を守り

たい」と、こどもミュージカルを始めた団体の記事が載っ

ています。私の子どもはすでに成人しましたが、ひとつだ

け後悔をしているのが、小さい時にもっと本物の演劇や

芸術に触れさせたかったということです。おそらく皆さんも

そう思っていると思います。是非読んでみてください。 
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44442222    22220000    22220000    0000    11110000    71.471.471.471.40000%%%%    

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    

渋谷副会長渋谷副会長渋谷副会長渋谷副会長：：：：    もう中野エレクト年度が動き始めましたね。

楽しい 1 年になりますよう期待しています。 

渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事：：：：    今、国会が面白い。下手なお笑いよりよほど

よいです。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    トランプはトランプでもジョーカーです。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    渋谷さん、節句で邪鬼を払ってください。 

矢島会員矢島会員矢島会員矢島会員：：：：    2 月誕生日（11 日）結婚（28 日）クラブよりお祝

いありがとうございました。 

加藤会員加藤会員加藤会員加藤会員：：：：    今週末は名門飯能ゴルフクラブに挑戦です。い

いコースで天気も良さそうなので楽しみです。 

野口野口野口野口会員会員会員会員：：：：    お話しありがとうございました。 

長岡長岡長岡長岡会員会員会員会員：：：：    やっと 3 月になりました。もうすぐ暖かくなりま

す。 

真中真中真中真中会員会員会員会員：：：：    下津谷さんいつもありがとうございます。 

落合（喜）落合（喜）落合（喜）落合（喜）会員会員会員会員：：：：    今日で満 1 年。昨年は病院通いが私の仕

事だった。お蔭様で長生きができそう。今は仕事もしてい

ない毎日が日曜日だ。身体の守りが優先だ。 

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    落合さん無事の一年おめでとうございます。 

新井新井新井新井会員会員会員会員：：：：    しばらくぶりです。欠席してすみませんでした。 

折原折原折原折原会員会員会員会員：：：：    所用により先に失礼します。 

田中田中田中田中会員会員会員会員：：：：    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：：：： 篠原会員、雑誌紹介ご苦労様です。 

折原（弥）折原（弥）折原（弥）折原（弥）会員会員会員会員：：：：中野会員：細井中野会員：細井中野会員：細井中野会員：細井会員会員会員会員：篠原：篠原：篠原：篠原会員：会員：会員：会員：    

舟越会員舟越会員舟越会員舟越会員    

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 ３２３２３２３２，０，０，０，０００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 ７１２７１２７１２７１２，５００，５００，５００，５００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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