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渡辺 孝（15 日）

私の事業である新聞業界は、スマートフォンが出て来
てから購読者がだんだんと減って来ております。これはど
この新聞社もおなじで、新聞業界としては厳しい状況です。
ただし 1 社だけ頑張っているのは「日本経済新聞」です。
電子版というのがあり、ネットやスマホで見られるのでこ
れに関しては増えているようです。紙の新聞を読んでくだ

武井 章（18 日）

さるのはおそらく昭和 40 年の私より先輩の方々ですね。

加藤武男（26 日）

昭和 50 年代平成生まれの方々はほとんどスマホやパソ

6 月誕生祝

コンでニュースを読んでいると思います。

中野恒明（5 日）

会長挨拶

渡辺パスト会長
渡辺パスト会長

本日は突然の会長代理ですが、何
を話そうかとカバンの中を見ましたら
あるパンフレットが見つかりました。そ
れは、「自分史をつくろう」という読売
新聞社の新聞とは関係ない新しい事
業です。文章を書くのが苦手でも大丈
夫です。インタビューと文章は、読売新聞の記者経験者
が行い、ご自宅に訪問してお話を伺います。皆さんは、写
真と思い出の昔話をするだけ。誕生日や結婚式、お孫さ
んが生まれた日など、人生の記念となった日に発行され
た読売新聞の紙面を掲載し、当時の世相と人生を重ね合
わせる素晴らしい 1 冊ができるはずです。スタンダード版
でオールカラーP.24、15 冊で 29 万 8000 円です。
杉戸 RC の皆さんは事業をなさって要職にも就いてお
られるので、自分史をつくるには十分なネタが有ると思い
ます。「自分が歩んできた人生を子や孫に伝えたいけれ
ど、語る機会がなくて…」という方は多いと思います。70
歳を過ぎた方々は、これからまだまだと思いますがここで
是非人生を振り返って頂いて、お子さんやお孫さんのた
めにも形になるものを作ってみるのはいかがでしょうか。

しかし問題なのは、アメリカ大統領選挙の際に大きな
注目を集めたフェイクニュースです。国内でもネット上に
は真実かどうか分からない情報が次々と現れ、拡散され
続けています。そこには、多くの人が注目を集める記事を
書くことが、お金儲けにつながるネットの仕組みや、ＳＮＳ
で知り合いからの情報を深く考えず思わずシェアしてしま
う実態があります。 今の若い人たちは、真実と嘘が隣り
合わせに存在するネットの世界の情報を見分ける力が必
要になると思います。
アメリカのニューヨークタイムズ社は、紙の新聞と電子
版がありますが、インターネット版でトランプ大統領が出
てから 30 万から 40 万もの購読者が増えたそうです。なぜ
増えたかというとニューヨークタイムズは、反トランプだか
らです。トランプ大統領が同新聞社を批判すると、反トラ
ンプ派は、ニューヨークタイムズを購読して応援するとい
うかたちです。おかげでとても儲かっているようですね。
日本の新聞社は支持政党を表面的には主張しません
が、海外ではアメリカでは共和党か民主党、フランスでは、
保守か革新か支持する新聞が決まっています。
私たちの業界は、今後厳しい状況になるかもしれませ
んが、会費を払えるうちは（笑）頑張って活動をしたいと思
いますので今後ともよろしくお願い致します。

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（良）会員

雑誌紹介

篠原会
篠原会員

平成 29 年 7 月 8 日（土）13:00～

本日の雑誌紹介は、まず RI 会長メ

ソニックシティ市民ホールにて開

ッセージから、「手を差し伸べたいとい

催される、2017～2018 年度 公

う思いから」です。ジョン F ジャーム RI

共イメージ・会員増強維持部門

会長は、アメリカのテネシー州で育ち

合同セミナーのご案内が届いて

ましたが、彼の父親は 10 代に単身ア

おります。会長、会員増強委員

メリカにやってきて苦労をし、一生懸

長、広報委員長は出席よろしくお願い致します。

命働くことを子供達に教えました。そして、自分が送って

平成 29 年 10 月 1 日（日）県立春日部高校音楽ホー

きたよりも良い人生を送り、自分が受けることが出来なか

ルで開催される、吉田正記念オーケストラチャリティ

った教育やさまざまな機会を子供たちに与えたいと思っ

コンサートの案内が届いております。

ていました。

6 月理事会報告

次年度 折原幹事
折原幹事

7 月例会予定

RI 会長が今振り返ってみると、父が一生懸命に働いて
いたのは、私たちに対する愛情表現とうだけでなく、それ

6日

誕生祝・雑誌紹介・理事会

ぞれの世代が、次の世代の面倒を見、自分たちの時代よ

13 日

あいさつ運動（第二、第三、西小）

り良くなってほしいという普遍的な願望を見て取ることが

20 日

16-17 年度ライラ研修生卓話

できると言っています。そしてロータリーの奉仕も同じこと

27 日

夜間例会（和泉屋） 8 月理事会

より良い世界を築くため、人々の生活を向上させるため
に活動する機会があるのですと言っています。

5 月 24 日開催 パスト会長会報告



・次年度エレクトについて 仁部会員に依頼済み

ださい。ここでは、各地区のクラブが国際奉仕をしている

幹事予定は田中会員
・新入会員情報 6 名の新入会員候補者あり
数名については入会の方向で検討


次に P.8「国境を超えアジアの人々のために」をご覧く
様子が掲載されています。ソーラーパネル、図書や自転
車の寄贈、水の衛生など、子どもたちに向けての支援が

次年度セミナー出席について

多いように見えます。また、P.15 では、大阪府吹田 RC を

・次年度委員会名簿※別紙参照

含めた 3 か国のロータリークラブが共同事業としてフィリ

・プログラム予定表※別紙参照

ピンに図書館を寄贈していますので、是非ご一読を。

・各種セミナー出席のお願い（7 月）
8 日（土）公共イメージ・会員増強 部門セミナー
15 日(土）R 財団部門セミナー
16 日(日）米山記念奨学部門
23 日（日）奉仕 PJ 部門合同セミナー
30 日（土）管理運営部門セミナー

米山奨学生報告
米山奨学生報告

パク・アヒョンさん

近状報告と致しまして、
私は現在まだ就活をしてい

次に、縦の 4 ページにあります、「地球温暖化防止の切

ます。6 月に入ってからは、

り札は？」という足利工業大学理事長牛山 泉氏の講演

最終面接と経団連に入って

要旨をご覧ください。遅れている自然エネルギーの活用

いる企業の面接を控えてお

というところで、本文を抜粋します。「今国連では、6 つの

ります。私の予想では、

問題があると言っております。人口、食糧、環境、資源、

あと 2 週間で就職活動は終わる予定です。しかし、その

エネルギー、水です。環境問題やエネルギーの問題は人

後は卒業論文を書かなければいけないので、まだまだ頑

口問題と関わりがあります。石油、石炭、天然ガス、ウラ

張らなければなりません。今後ともよろしくお願い致しま

ンなど、現在使用しているエネルギー源には限りがありま

す。

す。二つの方法があります、一つは CO２（二酸化炭素）を

出席報告

関口会員
関口会員

発生しない自然エネルギー（再生可能エネルギー）を使う

会員数
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MU

出席率

か、原子力の利用です。原子力は使用済みの燃料を処
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理する方法がありませんので、自然エネルギーを利用す

スマイル報告

ることになります。日本はこの分野で先進国の中では一

渡辺 P 会長：
会長： 誕生日ありがとうございました。

番遅れています。

渡辺幹事：
渡辺幹事： 森友加計今は学園紛争の時なのですか？説

日本は、今原油の約 80％を中東の産油国から買って
います。長さ 300 メートルもある 30 万トンの巨大タンカー
が、一日に 3 隻ずつ入ってこないと日本のエネルギーは
賄えません。タンカーが来るのに 18 日ほどかかるので、

関口会員
関口 会員

明責任が不明なのですが、私の知識では理解できま
せん。
関口会員
関口 会員：
会員 ： 親睦旅行お世話様でした。何とか予算内で納
まりました。

常に 60 隻のタンカーが日本のために航行しているのです。

田中会員
田中会員：
会員： 篠原会員、雑誌紹介ありがとうございます。

中東で紛争や戦争が起きたら、海上が封鎖されたら、日

武井会員
武井会員：
会員： 私篠原さん雑誌紹介ご苦労様です。

本は立ち行かなくなってしまいます。

野口会員
野口会員：
会員： ゴルフコンペ・親睦会お疲れ様でした。

自然エネルギーにお

下津谷会員
下津谷会員：
会員： 早退します。

いて世界では風力発電

折原（正）会員
折原（正）会員：
会員： 早いもので 6 月ですね。

が主流になっています

落合（喜）会員
落合（喜）会員：
会員： ５・６・７月総会次期でお出掛けが多い。こ

が、日本では太陽光発

れから暑くなるので熱中症に気を付けよう。まだ 69 歳だ

電 です 。風力 発電 は 、

から長生きしたいから。

警官問題と騒音問題あ
るのでどこにでも風車を設置するわけにはいきません。

中野会員
中野会員：
会員： 本日は、新旧理事会ご苦労様でした。来月から
宜しくお願いします。

風力発電に向いているのは、年間を通して風が吹いてい

戸賀崎会員
戸賀崎会員：
会員： 本日知事公館にて青少年交換プログラムの

る地域です。日本では北海道と東北地方に敵地が多くあ

留学生たちの親善大使の授与式に行って来ました。我が

り送電線を設置する作業が始められています。そして太

地区は日本一の学生数の留学生交換をしています。もう

陽エネルギーは北海道など北より南へ行くほど日照時間

すぐ派遣生が日本を離れます!!

が長いので利用できます。日本では戸建ての住宅の屋

栗原会員
栗原会員：
会員： 渡辺孝様、突然の会長指名にもかかわらず笑

根にソーラーパネルを載せて発電している家が増えまし

顔で受ける姿は素晴らしいです。パク・アヒョンが就職決

たが、国際的にはやや特殊で、欧米では広い場所に大き

まったらパーティやりましょう。

な太陽電池を付けるメガソーラーという形式です。
自然エネルギーについては、バイオマス（生物資源）な
ど各国でさまざまな開発しています。また今注目されてい
るのが地熱発電です。日本は温泉の国ですからそのポテ

矢島会員
矢島 会員：
会員 ： 石井会長、渡辺幹事一年間お世話様でした。
あと一ヶ月よろしくお願いします。

真中会員：
真中会員： 本日は自転車で参りました。次回からは極力徒
歩で出席します。

ンシャルは世界第 3 位です。しかし、温泉業者の協力が

深瀬会員
深瀬会員：
会員： 篠原会員、雑誌紹介ご苦労様です。

得られないため進んでいません。温泉は千夏 200～300

篠原会員：
篠原会員：渡辺（嘉）会員
会員：渡辺（嘉）会員：舟越会員：折原（弥）会員
渡辺（嘉）会員：舟越会員：折原（弥）会員

メートルの浅い所の熱水を使用しますが、地熱発電は地

新井会員：石塚会員：
新井会員：石塚会員：中野会員：：渋谷会員
中野会員：：渋谷会員

下 1500 メートルの深いと古都の高温蒸気を使いますの

渡辺（孝）会員

でほとんど支障はないと考えられています。このようにエ

本日のスマイル

ネルギー問題について詳しく書かれておりますので是非
読んでみてください。
そして最後に P.17「実業家にみる長寿の鍵」をご覧くだ
さい。長寿の職業を調べ得ると宗教家が一番長寿で次が
実業家なのだそうです。長寿の 10 か条もありますのでこ
ちらも是非読んでみてください。

スマイル本日投入額
スマイル累計額

２９，０
２９，０００円
，０００円
９６８，５００
，５００円
９６８
，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✽✽✽

※次年度委員会名簿ですご確認ください

