
   
    

 

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 

TEL&FAX  0480－31－0031 
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第２３８９第２３８９第２３８９第２３８９回例会回例会回例会回例会    ２０１７年４月６２０１７年４月６２０１７年４月６２０１７年４月６日日日日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                       石井会長    

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                  野口会員 

4444 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 

落合喜彦（4 日） 宮田雄一（7 日） 細井勝保（28 日） 

4444 月誕生祝月誕生祝月誕生祝月誕生祝                                             

折原正昭（13 日） 

会会会会長挨拶長挨拶長挨拶長挨拶                                                                                                        石井石井石井石井会長会長会長会長    

桜の花も満開となり様々なところで花

見が行われています。私も 3 日の日に

宮代町保健センターの前で地元の方々

とで花見を行いました。約 840 本の桜が

あり午前中は 6 分咲きでしたが、天気も

良かったせいか夜にはほぼ満開となりました。皆様もこ

の時季はお花見と称した宴会が多くあると思いますがく

れぐれも飲み過ぎないよう気を付けて頂きたいと思いま

す。私は宴会が続きやや疲れが出ています（笑）。 

 

 

親睦ゴルフ（鷹親睦ゴルフ（鷹親睦ゴルフ（鷹親睦ゴルフ（鷹 GCGCGCGC））））    

 

 

 

 

 

 

4 月 4 日に、豊洲市場の移転問題を調査する東京都議

会の百条委員会で、都の元幹部が、浜渦元副知事が週

3 日ほどしか登庁しない石原氏のかわりに権力を握り、

移転交渉も終始一貫、責任を持っていたと証言しました。

3 月の百条委員会では、浜渦元副知事は「基本合意の後

は土壌汚染に限らず交渉には一切関わっていない」と証

言していましたが、知事を補佐する部門のトップだった前

川氏は「石原さんがなかなか出勤をされていない中で浜

渦さんが石原さんの分身として権力を握っていたのは事

実。」と反論しました。百条委員会の委員からは、「浜渦

氏の証言は偽証の疑いがある」との指摘が相次ぎこれに

対し浜渦氏は 10 日、改めて記者会見を行うようです。 

百条委員会とは、地方自治法 100 条に基づき、地方議

会が設置する調査特別委員会で、自治体の長や議員に

疑惑や不祥事が生じた場合、真相を究明するために開く

ものです。関係者の出頭や証言、記録提出を請求する調

査権限があり、通常の委員会よりも大きな強制力を持っ

ています。 



私も5 年前に宮代町で百条委員会をつくったことがあり

ます。宮代町公共下水道は、一部で受益者負担金の未

徴収があり、これに適切な対応をとらないまま5年の時効

を迎え、回収不能となりました。その決算処理に関する執

行側の行為は適正でないとして、議会で地方自治法第

100 条に基づく特別委員会（通称百条委員会）を設置して、

調査に乗り出したということです。 

先月、森友学園の籠池泰典氏に対する証人喚問が衆

参両院の予算委員会で行われた。証人喚問とは、国会

の国政調査権を定めた憲法 62 条に基づく制度で、証人

がうそをついた場合は、国会は議院証言法に基づき告発

し、偽証罪に問うことができます。正当な理由なく出頭や

証言を拒否しても、禁錮刑や罰金を科せられます。国会

の証人喚問で有名なのは、ロッキード事件に絡んで開か

れた喚問で、証人が「記憶にございません」と繰り返して

流行語になりましたね。今回の豊洲問題でも石原元都知

事が言っておりました。大変便利な言葉です。 

そして、今月 19 日より、「共謀罪」の成立要件を改めた

「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案が審

議入りします。安倍首相は「東京五輪・パラリンピックの

開催を 3 年後に控え、テロ対策は喫緊の課題であり、テ

ロ等準備罪は、テロをはじめとする国内外の組織犯罪対

策に高い効果を期待できる」と改正案の必要性を強調し

ています。与党は今国会での成立を目指していますが、

野党側は「監視社会につながる恐れがある」などと廃案

を訴えています。 

昨日の新聞から小学校に今春入学する新１年生に就

きたい職業を尋ねたアンケート結果を発表します。男の

子の１位は 21･9％を占めた「スポーツ選手」、女の子は

30･3％の「ケーキ屋・パン屋」で、いずれも 1999 年の調査

開始以来、19 年連続で首位を維持しています。 男の子

のスポーツ選手の内訳は、サッカーが 57･7％を占めた一

方、かつて人気だった野球が 17･8％と過去最低、2 位の

「警察官」は 14･5％でした。 女の子の 2 位は 12･9％の

「芸能人・歌手・モデル」、3 位は「看護師」6･2％、10 年ぶ

りにベスト 3 に入りました。 調査はクラレの素材を使った

ランドセルの購入者を対象に実施し、男女それぞれ 2000

人、計 4000 人の回答を集計したそうです。 

私は、3 月に学校の卒業式に出席させて頂きましたが、

近ごろの子どもさんの字は難しくて読めませんね。親御さ

んが、意味をもって一生懸命つけているのでしょうが、私

どもからすると読めなくて苦労します。 

4444 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    

5 月例会予定 

4 日 休 会（みどりの日） 

11 日 誕生祝・雑誌紹介・理事会 

18 日 地区研修・協議会報告 

25 日 5/28～29 親睦旅行に振替え 

� 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 

「第 2770 地区 杉戸ロータリークラブ」「ポリオ撲滅運

動募金」などのぼり旗を作成、のぼり旗 10 本、杉戸

ロータリークラブ横断幕（小）、予算 10 万円→落合

（優）会員へパンフレット作成：5 万、大型楽器レンタ

ル：5 万、トラックレンタカー：1 万 8000 円 

粗品：6000 円→224,000 円   →承認 

� 5 月 28 日（日）～29 日（月）親睦旅行について 

場所：鬼怒川温泉ホテル ※参加者 25 名を想定 

会費：14,800 円（宴会・コンパニオン付き）、 ゴルフ： 

ピートダイ 11,000 円 

現地集合、現地解散、28 日（日）親睦ゴルフを行う 

� 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（高野台小学校、泉小学校、杉戸小学

校）3 校→後日分担表送付 

� 4/21 地区研修・協議会 矢島米山委員長欠席につ

き代理を選定→選任については中野エレクトに一任 

雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介                                                                                        渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）会会会会員員員員    

本日は、篠原委員長の代理で雑誌

紹介をさせて頂きます。4 月は「母子

の健康月間」です。表紙の赤ちゃんを

抱いたお母さんの写真そのままです

ね。特集は「インターアクター」ですが、

P.8～11 まで色々な学校でのインター

アクトの活動が写真付きで載っております。夏休みを利

用してカンボジアやフィリピンなどの海外で活動している

学校もありますので是非ご覧ください。 

次に P.14「女性会員で広がる多様性」をご覧ください。

ここでは、女性会員の入会で「硬くぎこちなかったクラブ

からしなやかなクラブに」と書かれています。現在では 11

名いる女性会員も 15 年前には時期尚早と入会を見送ら

れました。何が時期尚早だったんでしょうね（笑） 



この記事には、女性会員の入会は男性社会にありが

ちな上下関係や意地の張り合い（いわば「メンツ」）の解

消に大きく貢献しているように見えますと書かれています。

分かるような気がしますね。 

そして、P.18「クラブを救った女性ロータリアン」をご覧く

ださい。名古屋守山 RC では、かつて誇り高い男性会員

が多くてプライドとプライドの衝突から、100 人いた会員が

31 人まで減ったそうです。この危機を救ったのがある女

性会員でした。その女性会員は、会員の名前に「ちゃん」

を付けて呼び始めました。すると社会的地位の高い人た

ちが鎧を脱ぎ捨て柔和になり、例会や親睦会での居心地

が良くなったそうです。うちのクラブでも「ちゃん」付で呼び

合うのはいかがでしょうか（笑）。 

今月は「母子の健康月間」ということで、縦書きの地区

大会記念講演で女性ライフクリニック銀座院長 対馬ルリ

子さんの講演要旨があります。そのなかの一部をご紹介

します。WHO（世界保健機関）憲章による健康の定義は、

「健康とは、病気でないとか、弱っていないということでは

なく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべ

てが満たされた状態にあることをいいます。」となっていま

す。健康は他人がきめることではなく、自分自身が内側で

感じること、決めること。健康は自分の内側にあるのです。

健康をつくっていくのは、毎日の習慣です。バランスの良

い食事、運動の習慣は当然として、体調管理や良好な人

間関係を保つこと、これも social well-being にとってとても

大切なことです。 

また、「女性の健康は女性だけのものではありません。

女性が健康で生き生きとした状態だと、家庭や社会全体

が健康になります。女性の健康サポートが、地域や社会

の活性化につながるのです。」私の家でも 2 人の男の子

を女房が育てていますが、もし病気になってしまうと大変

厳しい状況になってしまうことは容易に想像できます。 

次に、縦欄の P.17「突然の鳥インフルエンザに思う」を

ご覧ください。皆様もご存じの通り鳥インフルエンザが発

生するとその養鶏所は全滅で殺処分になります。白衣を

着た人達が鶏を埋めているのを TV で見たことがあります

が、県の職員か自衛隊の人が作業をしているのかと思い

きや一般の人が作業をすると初めて知りました。 

次に、P.22 のロータリーアットワークをご覧ください。八

潮 RC「障害のある人もない人も共に楽しもう！」では、ふ

れあいダンス&コンサートを開催し、多くの人から感謝の

声を頂いたと書かれています。また、次ページの上尾 RC

では、「小学生用サッカーゴールを寄贈」と記載されてい

ます。ここではさまざまな社会奉仕活動が写真と共に掲

載されていますので、是非ご一読を。 

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    22222222    22220000    0000    11110000    76.1976.1976.1976.19%%%%    

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    

石井石井石井石井会長会長会長会長：：：：    新年度になり、多忙な毎日が続いていると思い

ます。体調管理には十分気を付けてください。渡辺孝会

員、雑誌紹介ありがとうございます。 

渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事：：：：    森友学園、場面転換が早くて追いついてゆ

けません。もしかしたら、もう終わりですか。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    来週はあいさつ運動、20 日は 21 日の地区協に

振り替え、27 日は大吉、5 月 4 日は休日、この例会場は 1

ヶ月程休みです。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    昨夜、幸手 RC50 周年に関口パストと参加して

きました。会費 2 万円でしたが、何で 2 万円だったか良く

わかりません。来週 15 日から奨学生の結婚式でベトナム

に一人で行って来ます。初めてのおつかいの気分ですが、

せんべつ受け付けています。 

戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員：：：：    昨日、母の 3 回目の命日でした。ロータリー

クラブも３年になります。母が亡くなって厳しい状況の中、

RC の仲間に支えられてなんとかやってこられました。心

から感謝しています。 

渋谷渋谷渋谷渋谷会員会員会員会員：：：：    西近隣公園、桜が満開です。 

折原（正）折原（正）折原（正）折原（正）会員会員会員会員：：：：    桜満開ですね。 

仁部仁部仁部仁部会員会員会員会員：：：：    いよいよ芝も緑になり体力作りに最高の季節と

なってきました。皆様も健康一番にてご活躍くださいま

せ。 

落合（喜）落合（喜）落合（喜）落合（喜）会員会員会員会員：：：：    4 月 4 日で結婚 52 年目になりました。当日

は合鴨の記念品が届きありがとうございました。今は毎日

が日曜日で頑張っています。 



下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    6 年間川口西 RC を通して生活資金の一部を

渡していたバングラディッシュ・ベタギのチョウドリ・イムル

ルが４月日本の会社に就職、私の役割もおしまいになり

ホッとしています。 

渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）会員会員会員会員：：：：    今日は雑誌紹介を久しぶりに行いました。 

田中田中田中田中会員会員会員会員：：：：    渡辺会員、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：：：：石塚会石塚会石塚会石塚会員：中野員：中野員：中野員：中野会員会員会員会員：馬場：馬場：馬場：馬場会員：会員：会員：会員：    

渡辺（嘉）会員：井上渡辺（嘉）会員：井上渡辺（嘉）会員：井上渡辺（嘉）会員：井上会員会員会員会員：舟越会員：細井会員：：舟越会員：細井会員：：舟越会員：細井会員：：舟越会員：細井会員：    

新井会員：矢島会員：新井会員：矢島会員：新井会員：矢島会員：新井会員：矢島会員：    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２３９１回例会第２３９１回例会第２３９１回例会第２３９１回例会    地区研修協議会に振替え地区研修協議会に振替え地区研修協議会に振替え地区研修協議会に振替え    

第２３９２回例会第２３９２回例会第２３９２回例会第２３９２回例会    ２０１７年４月２７日２０１７年４月２７日２０１７年４月２７日２０１７年４月２７日    
夜間例会夜間例会夜間例会夜間例会（大吉）（大吉）（大吉）（大吉）18:3018:3018:3018:30 点鐘点鐘点鐘点鐘    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3333 月月月月 30303030 日（和泉屋）日（和泉屋）日（和泉屋）日（和泉屋）のスマイルのスマイルのスマイルのスマイル        

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 ４３，０４３，０４３，０４３，０００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 ８０８，５００８０８，５００８０８，５００８０８，５００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    

4444 月月月月 6666 日日日日    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 ３４，０３４，０３４，０３４，０００円００円００円００円 

スマイル累スマイル累スマイル累スマイル累計額計額計額計額 ８４２，５００８４２，５００８４２，５００８４２，５００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✽✽✽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２３９０回例会第２３９０回例会第２３９０回例会第２３９０回例会    ２０１７年４月１３日２０１７年４月１３日２０１７年４月１３日２０１７年４月１３日    

あいさつ運動（杉戸小学校）あいさつ運動（杉戸小学校）あいさつ運動（杉戸小学校）あいさつ運動（杉戸小学校）7:307:307:307:30～～～～    （泉小学校）（泉小学校）（泉小学校）（泉小学校）7:407:407:407:40～～～～    （高野台小学校）（高野台小学校）（高野台小学校）（高野台小学校）7:37:37:37:30000～～～～    

昼間の例会に出席できない若い会員も早朝なら、ということで計 23 名の参加になりました。ありがとうございました。 
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