
   
    

 

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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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 

5555 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 

渡辺嘉一（6 日） 渡辺良一（11 日）  

小川勝之(31 日) 

5555 月誕生祝月誕生祝月誕生祝月誕生祝                                             

古谷  豊（6 日）  

戸賀崎千夏（7 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    

各行事やゴールデンウイークもあり

例会場での例会は 4 月 6 日以来です。

皆様はそれぞれに楽しくお過ごしだっ

たと思いますが、私はほとんど仕事に

追われた淋しい連休となりました。 

ところで、5 月 7 日にフランスの大統

領選の決戦投票が行われ、EU 残留を主張するマクロン

候補が移民排斥や EU離脱など急進的な政策を訴えるル

ペン候補を破って新大統領になりました。そして、5月9日

韓国でも大統領選が行われ、ムン・ジェイン（文在寅）氏

が、韓国の第 19 代大統領に就任しました。ムン氏は、北

朝鮮に融和的な立場の一方、日本に対し厳しい発言が

目立っております。しかし首相には、知日派の李氏内定し

ましたので一定の関係が築けると期待しております。 

選挙と言いますと、埼玉県では 5 月松伏町やさいたま

市で町長選、市長選が行われております。杉戸町では 7

月に町長選が行われます。10 月には宮代町長選、春日

部市長選挙があります。東京でも 7 月 2 日に東京都議選

挙があり夏から秋にかけて各地で一気に選挙モードにな

っていくと思われます。 

   

 先月の埼玉新聞に埼玉県シニアゴルフ大会が行われた

と載っておりました。ゴルフは失敗を引きずらず、いかに

リカバリーして最善の結果を導きだすかが大事です。ル

ールにのっとり競技者自らの責任でスコアを管理し競い

合うスポーツです。野球やサッカーなどの集団競技では

ありませんので、ゴルフは自分の責任です。クラブの親睦

ゴルフでは最近 2 度のブービーメーカーですが、今月の

親睦ゴルフでは是非とも上に上がりたいと思っています。 

  脳科学者の林成之氏がゴルフについて、能は新しい情

報に瞬時に反応する癖があると言っています。目標を明

確にしないと機能しないといいます。否定の感情ばかりを

持つと苦手意識として脳に定着し結果ミスが重なるそうで

す。具体的な目標がないと脳は何に対して集中してよい

か分からなくなるそうです。 

 また、ジャック・ニクラウスが、

「起きた失敗は忘れ目の前のシ

ョットに専念し次のチャンスに賭

ける。」人生も同じで終わったこ

とは忘れるこれが大事ですね。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                            渡辺（良）会員渡辺（良）会員渡辺（良）会員渡辺（良）会員    

� 平成 29 年 5 月 28 日（日）10:00～越谷レイクタウンに

て「青少年フェスタ開催」の案内が

届いております。青少年育成・イン

ターアクト委員会・ローターアクト委

員会・RYLA 委員会・青少年交換委

員会と米山記念奨学部門の 5 委員

会でロータリーに関わる若い人たちとロータリアンの

皆様と懇親を深める事業です。 

� ロータリー平和センターより、平成 29 年 6 月 3 日（土

国際基督教大学東ヶ崎潔記念ダイアログハウスに

て開催されるセミナーの案内が届いております。 



5555 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    

6 月例会予定 

1 日 誕生祝・雑誌紹介・理事会 

8 日 会員卓話（武井会員） 

15 日 クラブ実績報告、クラブ協議会 

22 日 会員卓話（田中会員） 

29 日 親睦家族例会（高橋屋）18:30 点鐘 

� 中央プリント移転に係る駐車場の確保について 

5/8 中央プリント㈱が堤根に移転のため新規駐車場

の確保が必須。当面は、篠原石材店（篠原会員）り

そな銀行杉戸支店第 2 駐車場にて対応→了承済み 

� 5/28～29 親睦旅行・ゴルフについて 

参加者：会員 20 名、夫人 2 名、ゴルフ 12 名 

鬼怒川温泉ホテルフロント 16:00～17:00 集合 

親睦委員会で会費の受付あり 14,800 円 

ゴルフ： 28 日（日） ピートダイ VIP  9:00 集合 

9:45 スタート 11,400 円昼食付 

� 次年度クラブ研修リーダーについて 

石井会員→承認 ※例年直前会長が就任 

� パスト会長会の開催について  

平成 29 年 5 月 24 日（水）和泉屋 PM6:30～ 

会費 5,000 円 

米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生報告報告報告報告                                                        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    

例会は 2 か月ぶりになります。その

間就職活動に専念していました。韓国

では 5 月 8 日がペアレンツ DAY（両親

の日）というものがあり、その日は名古

屋で最終面接がありました。母からプ

レゼントとして内定をもらってきてと言

われましたが、希望どおりに内定を頂きました。これから

もまだ就活が続きますが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    

私は連休に栃木県のみかも山に登

山をしました（笑）。210 メートル約 1 時

間で登れる公園です。自然観察・森林

浴・健康ウォーキングなどちょっと運

動になる程度で気持ちが良いです。も

ちろん孫と一緒でした。そこにはフラ

ワートレインといった汽車が何台か走っていますが、車体

をみたらドイツ製と書かれていました。東北自動車道の佐

野藤岡インターから近いので是非行ってみてください。 

本日の雑誌紹介は、まず P.3 の RI 会長メッセージから

「アトランタでお会いしましょう！」とあります。6 月 10 日～

14 日にアトランタで開催される第 108 回国際ロータリー年

次大会の準備が最終段階に入っているそうです。今回は、

ポリオ撲滅におけるロータリーの友人でパートナーである

ビル・ゲイツ氏の講演が聴けるそうです。また、前日に開

催される会長主催の平和会議では、キング牧師の息女と

夫人の講演もあるそうです。 

次に P.21 ロータリー財団 100 周年の記事の中に「ロー

タリー財団学友の中満泉さんが国連事務次長に」とあり

ます。中満さんは、厚木 RC の推薦で 1987-88 年度 R 財

団国際親善奨学生としてアメリカに留学をしています。ロ

ータリーの奨学生が国連本部で働く日本人で最高位の職

員となったことは素晴らしいです。 

次に P.22 ロータリー財団「寄付金の流れ：寄付が生か

されるまで」とあります。2016 年 R 財団は、財務の健全性

と説明責任と透明性の徹底が評価され、アメリカ全土の

慈善団体を評価する機関から四つ星の評価を得たそうで

す。これは 9 年連続でこれほど高い評価を受けているの

は全慈善団体の 1％に満たないそうです。そして他の協

会からも世界の卓越した財団と評価され「ロータリー財団

への寄付は賢明な投資である」と認められているそうで

す。この素晴らしい財団について勉強をするという特集で

すが一言で説明をするのは難しいので是非読んでみてく

ださい。 

次に P.32“よねやま”から広がる新しい世界「言葉を超

えて、未来へとつなぐ」をご覧ください。富岡 RC の記事が

載っています。米山奨学生というとアジア圏からくる学生

が多いですが、ここではウクライナからの奨学生でした。

彼女は国内情勢悪化の中からやってきました。当時日本

語がまったく話せなかったのですが、クラブの行事に積極

的に参加しました。これは今までの奨学生にはなかった

ことだそうです。会員にも交流の意義や米山事業の意義

の理解が一層深まったそうです。そして、2 年間の奨学期

間を終えた後も、クラブが奨学金の半額を出して 1 年間

の延長支援にクラブ全員が同意したそうです。彼女はと

ても感謝し文末には「最後にお願いがあります。日本のロ

ータリーのみなさん、どうか米山記念奨学事業をずっと続

けてください。私のような学生に、チャンスをください。この

奨学金は、世界中の若者の人生を輝かせています。」と

締め括っています。 

 



次に、縦の P.4「上杉鷹山の訓え」をご覧ください。杉鷹

山は借金だらけの米沢藩を立て直した偉人です。10 歳

で米沢藩の婿養子となり。 17 歳で米沢藩をつぐが、莫

大な借金があることを知ります。鷹山は借金を返すため

に、自分から模範を示して節約に努め、財政再建、産業

育成、精神復興を同時にしたすばらしい人物です。この

記事のなかには、鷹山がいかにして改革を成功させたか

が書かれていますが、上杉鷹山が家督を譲るときに、藩

主の心得として渡した『伝国の辞』があります。短い 3 文

だけのものですが、上杉鷹山の考えが凝縮された最高の

文です。内容は、「国家は、今の藩主が作ったものではな

く、代々の先祖から受け継がれてきたものだから、私物

化するな。」ということです。是非読んでみてください。他

に卓話の泉、ロータリーアットワークなど素晴らしい数々

のクラブの活動が書かれているのでご一読を。 

財団寄付・米山寄付表彰財団寄付・米山寄付表彰財団寄付・米山寄付表彰財団寄付・米山寄付表彰                                                                            

米山功労者（武井会員⑥、渡辺孝会員③、新井会員⑥） 

R 財団（小柳会員③、渡辺孝会員②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    22224444    18181818    0000    11110000    80.980.980.980.90000%%%%    

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：：：：    立夏が過ぎてこれからは暑くなってきます。熱

中症には十分注意してください。水分補給はこまめに。篠

原会員、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：：：：    警察署で金の紛失が発生だそうで信じられま

せん。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    毎日良い天気ですね。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    杉戸町選、わけのわからぬ候補を推す人の気

が知れません。あらためて頭の悪い議員が多い事に腹立

つところか、悲しさが先立ちます。 

細井細井細井細井会員会員会員会員：：：：    私の母が今月で 103 歳になりました。 

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    新緑の季節となりました。でも、日焼けに注

意しなくちゃ～!! 

野口野口野口野口会員会員会員会員：：：：    いいお天気です。 

仁部仁部仁部仁部会員会員会員会員：：：：    暑さが本格的になってきました。暑い夏になる

ようです。 

落合（喜）落合（喜）落合（喜）落合（喜）会員会員会員会員：：：：    昨日は 17 度、今日は 28 度と寒暖の差が

多く病人はついて行けません。私もガンから解放され 1 年

も過ぎ、すごく元気になりました。 

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    私の卓話が、穂刈さんの加筆修正もあり、ま

とまった文章になりました。穂刈さんありがとう。 

武井武井武井武井会員会員会員会員：：：：    久しぶりの例会場で例会ですね。 

折原折原折原折原（正）（正）（正）（正）会員会員会員会員：：：：    仕事で早退します。 

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。 

井上会員：真中会員井上会員：真中会員井上会員：真中会員井上会員：真中会員::::新井会員：小柳会員：新井会員：小柳会員：新井会員：小柳会員：新井会員：小柳会員：篠原会員篠原会員篠原会員篠原会員    

折原（弥）折原（弥）折原（弥）折原（弥）会員会員会員会員：：：：中野会員：渡辺（嘉）中野会員：渡辺（嘉）中野会員：渡辺（嘉）中野会員：渡辺（嘉）会員会員会員会員：渋谷：渋谷：渋谷：渋谷会員会員会員会員    

渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員渡辺（孝）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 ４４４４２２２２，０，０，０，０００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 ９１７９１７９１７９１７，５００，５００，５００，５００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✽✽✽ 

鬼怒川温泉ホテル 
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