
   
    

 

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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第２３９８第２３９８第２３９８第２３９８回例会回例会回例会回例会    ２０１７年６月２０１７年６月２０１７年６月２０１７年６月８８８８日日日日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                       石井会長    

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                   我等の生業    

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                  馬場会員 

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    

6 月になり私の会長の時間もあと残

すところ 4 回となりました。 

9 年前の 6 月 8 日秋葉原の歩行者天

国で無差別殺傷事件があったのを覚え

ているでしょうか。犯人は、車で人ごみ

に突っ込んだ後ナイフで大勢の人々を切りつけました。

大変衝撃的な事件でしたが、今月 6 月 3 日ロンドンのテ

ムズ川ロンドン橋で同じような事件がありました。また 5

月22日マンチェスターのコンサート会場で、自爆テロがあ

りました。さらに昨日イランの首都テヘランで国会に武装

したテロリストが襲撃しました。昨日 7 日は東京スタジア

ムで行われたサッカー日本代表強化試合のシリア戦で警

備を大幅に強化したと伝えられています。このように最近

は人が集まるところでテロが行われますが、これをソフト

ターゲットと言います。これらのニュースを聞くとあまり人

が集まるところ行くのは危険だなと思いますね。 

今朝 6 月 8 日、北朝鮮がまたもや数発のミサイルを発

射しまた。ミサイルは 450 キロ飛行した後、日本の排他的

経済水域内の日本海に落下したそうです。近頃、毎週の

ように日本海に向けて発射されるミサイルで国際的な緊

張感は高まる一方です。北朝鮮からのミサイル発射報道

がなされるたびに、「J アラート」の話題になりますが、こ

れは、緊急事態に、国民に情報を知らせ、避難を促す

「全国瞬時警報システム」です。政府が、弾道ミサイルが

日本に「飛来する可能性」があると判断した場合に、国民

に避難を呼びかけるために送信されます。 

 

今から 46 年前共産主義革命をめざす学生らが起こし

た渋谷暴動で、手配されていた大坂正明が逮捕されまし

た。渋谷暴動は 1971 年 11 月 14 日に発生し、中核派を

中心とする数百名の学生が、鉄パイプや火炎瓶、投石な

どを武器に暴動を起こした事件です。以来46年間逃亡生

活を続けていましたが、共犯者の公判停止によって、時

効が停止していました。当時は重罪でも 15 年で時効が成

立しましたが、刑法では共犯者の 1 人でも公判中であれ

ば、時効が停止したままになり、この共犯は 2017 年まで

生きていました。問題なのはこれらの過激派の多くが『現

在も』存続していたり、かつての活動家が現在も活動を続

けている事です。 

6月6日議会が終わり、東武動物公園の東口の駅前広

場の整備が進展致しました。3700 ㎡ありますが、7 月に

は事業認可が下りる運びになっています。16 億 4000 万

円の事業のうち 8 億 2000 万が国、8 億 2000 万が宮代町

このうち 2 割を杉戸町が負担することで近々覚書を締結

するという運びになっています。東口はこれからますます

発展すると思いますね。そして行く行くは、宮代町と杉戸

町の合併が実現すればいいと思っています。 

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    

� 当クラブ 廣井慎一会員のご尊

父様 貞夫様が平成 29 年 6 月 5

日に逝去されました 謹んでご冥

福をお祈り申し上げます 通夜並

びに葬儀 告別式は下記のとおり

お知らせいたします 

通  夜 平成 29 年 6 月 12 日（月） 18 時 00 分より 

告別式 平成 29 年 6 月 13 日（火） １0 時 00 分より 

場  所 東武レクイエム聖殿春日部  

 



� 米山奨学部門より、平成 29 年 7 月 16 日(日) 点鐘

13 時 30 分 ラフレさいたまにて開催される部門セミ

ナーの案内が届いております。  

� 管理運営部門より、平成 29 年 7 月 30 日(日) 13 時

川口市民ホール「フレンディア」にて開催される部門

セミナーの案内が届いております。 

� 青少年奉仕部門より、場 2017 年 8 月 6 日（日）13 時   

市民会館おおみやにて開催される部門セミナーの

案内が届いております。 

� 管理運営部門より、学友管理委員会もしくは連絡担

当者設置のお願いが届いております。学友について

は、次年度は組織編成を変え管理運営部門が担当

になりました。 

会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話                                                                                                                武井武井武井武井会会会会員員員員    

私の卓話では、ロータリーの歴史

について少しお話します。私は 1979

年、昭和 54 年 8 月 7 日に入会致し

ました。私が入会したときの RI 会長

は、ジェームス・L・ポーマー、ガバナ

ー綿貫文夫さん、杉戸 RC の会長は、

9 代目折原 敬さんでした。推薦人は、関口さんです。 

関口さんとの縁は、北小学校の PTA 会長をやっていた

頃、第二小学校をつくるので前年の 10 月くらいから開校

と同時に PTA を発足しようと準備を進めていました。杉戸

小学校から分離して第二小に来る人たちの中から 3 人ほ

ど会長、副会長候補を出して頂いたのですが、その一人

が関口さんの奥さんでした。私が会長を務めることになり

ましたが、娘が命にかかわるかもしれないというケガをし

まして会長を務めるどころではなくなりました。副会長で

あった関口さんの奥さんに会長をお願いしましたところ、

会長ということであれば主人に言ってほしいということでし

たので、関口さんにお願いをしましたところ、交換条件で

ロータリーに入れと言われました。それがきっかけで入会

をしたわけです。当時の会員数は 39 名でした。 

次年度 10 代目の会長が高田福松さんでした。この方

は青少年関係に一生懸命で、ボーイスカウトをやっており

ました。高田さんと浦和 RC の鈴木さんとで、ライラを作り

ました。ライラ委員会は、杉戸 RC と浦和 RC がボーイスカ

ウトからスタートしたものです。 

11 代目は鈴木松多郎さんですが、財団奨学生を見つ

けてくるのが得意で、3 名くらい推薦をして頂き今でも立

派に活躍しています。そして 12 代目は関口さんです。 

私はその時、社会奉仕

委員長で、ローターアクト

の設立の足掛かりを 2～3

年がかりで計画しておりま

した。私の倅や岩浪さん、

小川さんの娘さん達を連

れて熊谷まで年次総会に行ってきました。そして約 30 名

を集めて関口さん会長、長岡さん幹事の時に私の所の事

業所の 2 階でローターアクトを設立しました。月 2 回の例

会があるのですが、ロータリアンも必ず 4～5 人参加をし

てもらいました。私の娘や倅も卒業するまで 15 年くらい家

で活動をしていましたが、その後は宮田会員のところでお

世話になりました。ローターアクトも月に 2 回の会報もだし

ましたし立派に活動をしていました。 

ローターアクトの行動

力は素晴らしいと思いま

したね。1983 年三宅島

噴火の復興で日工大の

宮坂先生がローターアク

トでドーム式体育館をつ

くるので手が足りないので協力してもらえないかというこ

とで 5～6 名で行って手伝ってきました。また、小川さんの

娘さんが灯篭流しをやりたいということで、2ヶ月くらいうち

の 2 階で試行錯誤しながら 50 個の灯篭をつくりました。

愛宕神社のあたりから流しましたが、沿道の年寄りたち

が、昔の灯篭流しが復活したと言って、来年も是非やって

くださいということになり、翌年は 200 個つくりました。許可

をとるのが大変で、私が土木課に掛け合いましたが、川

を汚すということでなかなか許可を得ることができません。

今汚れている川をもう一度見直してもらうために若い人た

ちがやるんだと言って何とか許可を取り付けました。流し

た灯篭を回収するのに消防にも手伝ってもらいました。埼

玉新聞も取材に来ていました。その後、商店街の人たち

が灯篭まつりをはじめたのです。21 代戸賀崎さんが会長

の年度には、ローターアクトの社会奉仕で介護老人福祉

施設良宝園に行って歌舞伎を演じたりもしました 

私が 17 代会長になったのは 198７-88 年度です。その

年の RI テーマは「ロータリアン、奉仕に結束平和に転進」

RI 会長がチャールズ・C・ケイラー氏でした。地区のガバ

ナーが安倍さんで、公式訪問は春日部と西、杉戸の 3 ク

ラブ合同で行いましたが、合同公式訪問にその後クレー

ムがついたほど当時は厳しかったですね。 



先日パスト地区幹事会が浦和ロイヤルパインズであり

ました。浦和クラブは 121 人の会員数です。「浦和クラブ

はすごいですね。」と言いましたら、どうも若い会員が会

長をやりたがらないという問題があるそうです。これほど

の会員数があれば何でも出来ると思いますが、浦和には

ベテランやジプシー会員といい銀行などの人事異動があ

る人、JC などの若い会員などの3 層に分かれていてそれ

なりに運営は大変なのだそうです。 

今回卓話をするにあたって、自分の年度の年度計画

書などを読み返してみますと様々な事を思い出しました。

私の年度では、多くのセレモニーに出席しましたが、その

一つは長岡さんの結婚式でした。そして、出席委員長が

拓銀の方で、例会を欠席すると次の週には銀行のティッ

シュやタオルを持って訪問し次は出席するように車で回っ

ていました（笑）。このくらい熱意があるとありがたいです

ね。また、関口さんが親睦委員で、その年の親睦旅行は

北海道に 2 泊しましたね。この頃は良い仲間に出会って

本当にいい 1 年を過ごしました。杉戸中央と合併してから

は皆さんご存知の通りですが、杉戸 RC はまだ会員数が

50 以上になったことはありません。50 周年のときには是

非会員数 50 人以上になっていてほしいと思います。 

米山奨学会米山奨学会米山奨学会米山奨学会寄付寄付寄付寄付表彰表彰表彰表彰                                                                            

長岡会員 第 6 回マルチプル 

 

 

 

 

 

 

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：：：：    関東甲信地方昨日、梅雨入りしました。これか

ら毎日うっとおしい日が続きますが、体調管理に充分気を

付けてください。武井会員卓話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：：：：    将棋 藤井四段の連勝、野球、巨人の連敗

は、でも失配はない。上には上がありますから。 

深瀬深瀬深瀬深瀬会員会員会員会員：：：：    武井会員様参考になりました。ありがとうござい

ます。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    今日は武井さんの卓話を楽しみにして来ました。

有難うございました。22 日田中さんの卓話も楽しみです。 

戸賀崎会員：戸賀崎会員：戸賀崎会員：戸賀崎会員：    アトランタに向けて昨日、御一行様が旅立ち

ましたね。お話聞くのが楽しみです。武井さんの卓話楽し

みです。    

武井武井武井武井会員会員会員会員：：：：    6 月 5 日パスト地区幹事会がありました。その

席で、80 歳以上ということでお祝いをして頂きました。 

折原（正）折原（正）折原（正）折原（正）会会会会員員員員：：：：    武井会員、卓話ありがとうございました。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    1995 年 6 月 RC 入会依頼 23 年目です。75 歳

あとわずかです。武井さんの卓話参考にします。卓話あり

がとうございました。 

栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員：：：：    武井さん卓話ありがとうございました。中野エレ

クトが集中して人の話をきいているのを初めてみました。

色々あると思いますが関口さんと仲良くやってください。

杉戸もそろそろ違う社会奉仕をやるべきかと感じました。 

渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）会員会員会員会員：：：：    長岡会員：下津谷会員長岡会員：下津谷会員長岡会員：下津谷会員長岡会員：下津谷会員：：：：舟越会員：舟越会員：舟越会員：舟越会員：    

中野会員：中野会員：中野会員：中野会員：武井会員、卓話ありがとうございました。    

折原（弥）折原（弥）折原（弥）折原（弥）会員：会員：会員：会員：篠篠篠篠原会員原会員原会員原会員：井上会員：真中会員：井上会員：真中会員：井上会員：真中会員：井上会員：真中会員::::馬場会員馬場会員馬場会員馬場会員    

篠原会員篠原会員篠原会員篠原会員::::細井会員：古谷豊会員細井会員：古谷豊会員細井会員：古谷豊会員細井会員：古谷豊会員    

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 ２３２３２３２３，０，０，０，０００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 ９３９９３９９３９９３９，５００，５００，５００，５００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✽✽✽ 

 

第２３９９回例会第２３９９回例会第２３９９回例会第２３９９回例会    ２０１７年６月１５日２０１７年６月１５日２０１７年６月１５日２０１７年６月１５日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                       石井会長    

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              それでこそロータリー    

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                   宮田会員 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事渡辺幹事    

� 奉仕プロジェクト部門より、平成 29 年 7 月 23 日（日）

13:00 点鐘、清水園にて開催される、奉仕プロジェク

ト 3 部門セミナーの案内が届いております。 

� 日韓親善委員会より、平成 29 年 9 月 23 日（土）グラ

ンド・ハイアット・ソウルにて開催される、第14回日韓

親善会議の案内が届いております。 

� アグリパークゆめすぎとより「第 15 回アグリの夏祭

り」花火協賛金のお願いが届いております。 

� 杉戸町観光協会より、第 24 回古利根川流灯まつり

の協賛金のお願いが届いております。 

� 東埼玉病院より、平成 29 年 7 月 15 日（土）宮代町コ

ミュニティセンター進修館にて開催される、第13回市

民公開講座の案内が届いております。 



次年度クラブ協議会次年度クラブ協議会次年度クラブ協議会次年度クラブ協議会              中野エレクト中野エレクト中野エレクト中野エレクト 

① 次年度の RI テーマ 

次年度の RI テーマは、「ロータリー；変化をもたらす」です。

RI 会長は、ロータリーの将来を考えて、今変化することを

求めています。ロータリーの存続には、男女の比率の改

善や平均年齢を下げることが必要だと言っています。世

界人口の半数が女性なので、女性を軽視するような団体

では繁栄はないということです。そして、パソコンやスマホ

が普及してから、時代のニーズは思った以上に速く変化

しているので年齢に関係なく、新しいことに対応する力が

なければ、これも繁栄はあり得ないということです。 

②地区の運営方針について 

「新たな行動、新たな感動」が地区のテーマです。こちら

は、クラブ運営について、同じ事業を惰性的に行ってない

か、古い慣例にとらわれてないか、またその事業は時代

のニーズに合っているか、変化に対応しているかどうか、

見直してほしいということです。つまり、奉仕をする側もや

りがいや喜び、感動が必要であり、新しい会員が、新しい

事業をする妨げになっていては、いけないという事です。 

③ クラブ運営について 

杉戸 RC が抱える一番の問題は、若い新入会員の出席

率の悪さです。これは、もともと若い会員が昼間の時間に、

現場からの往復時間も含め2時間以上も現場を離れられ

ないことがあります。現在40代～50代の会員は、19名い

ます。約半数の若い会員が、このまま 10 年後も会員であ

り、杉戸を支えるメンバーであり続けるには、奉仕活動に

かかわっている実感と親睦が必要だと思います。今は、

夜の親睦会やあいさつ運動にしか出席できなくても、親

睦を続けて行けばロータリーの本当の意味や理解が得ら

れる機会ができます。 

  当クラブの若い会員のうち、その多くがPTAに深くかか

わっています。廣井会員、五十嵐会員、宮田会員などが

現役の PTA 会長ですがこれは、杉戸 RC の特徴とも言え

ます。また、「図書の寄贈」「あいさつ運動」「杉戸町音楽

祭」「エコキャップ運動」「皆勤賞の盾の寄贈」等長年の継

続事業のおかげで、杉戸 RC は町内の小中学校において

今やかなり存在感があります。若い会員は、例会に参加

できなくても、奉仕活動には協力できるはずなので、子ど

もや孫がかよう学校を通して、会員がやりがいや感動を

得ることができればこれを利用するべきだと思います。 

また、例会について、例会場や時間が不規則になる場合

があります。これは、駐車場が使用できなくなったことや、

会員の利便性を考えたことによります。環境の変化に対

応するということで皆様のご理解をお願いします。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           関口会員関口会員関口会員関口会員    

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    

42424242    19191919    23232323    0000    12121212    73.8073.8073.8073.80%%%%    

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    

石井会長石井会長石井会長石井会長：：：：    関口パスト、田中さん、アトランタ国際大会お疲

れ様でした。上野動物園、シンシンに赤ちゃんが生まれま

した。赤ちゃん効果 267 億円です。 

渡辺（良）幹事：渡辺（良）幹事：渡辺（良）幹事：渡辺（良）幹事：    都合により早退します。 

折原（正）会員：折原（正）会員：折原（正）会員：折原（正）会員：    駅前整備プランの写しをもってきましたの

でご参照ください。当社の場所は歩道の予定です。 

下津谷会員：下津谷会員：下津谷会員：下津谷会員：    関口さん、田中さん、国際大会無事のお帰り

おめでとうございます。いつも当社をご利用いただきあり

がとうございます。 

中野会員：中野会員：中野会員：中野会員：    本日のクラブ協議会ありがとうございました。 

次年度宜しくお願いします。 

仁部会員：仁部会員：仁部会員：仁部会員：    杉戸町もなにかとにぎやかになってきてます。

本日より、アキバ工芸様駐車場に休憩所 OPEN!!お時間

のある方はお寄りくださいませ。 

関口会員：関口会員：関口会員：関口会員：    アトランタ世界大会無事帰りました。本年度例

会あと２回ニコニコ目標１３０万は夢ですがせめて１００万!! 

武井武井武井武井会員：会員：会員：会員：    世界大会無事お帰りなさい。 

舟越会員：舟越会員：舟越会員：舟越会員：    関口さん、田中さん、世界大会お帰りなさい。 

加藤会員：加藤会員：加藤会員：加藤会員：    ロータリーのホームページで、アトランタの国際

大会のライブ動画を見てみました。盛り上がっていました。

関口さん、田中さんの帰朝報告楽しみです。 

野口会員：野口会員：野口会員：野口会員：    暑くなってきましたが、湿度が低くて過ごしやす

いです。 

田中会員：田中会員：田中会員：田中会員：    本日もお世話になります。 

真中会員：真中会員：真中会員：真中会員：    明日本年３回目の東京ドーム行って参ります。

昨日のノーヒットノーラン再び。 

深瀬会員：深瀬会員：深瀬会員：深瀬会員：    ご苦労様です。 

折原（弥）会員：折原（弥）会員：折原（弥）会員：折原（弥）会員：渋谷渋谷渋谷渋谷会員会員会員会員：石塚会員：矢島：石塚会員：矢島：石塚会員：矢島：石塚会員：矢島会員会員会員会員::::宮田宮田宮田宮田会員会員会員会員    

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 ３９，０３９，０３９，０３９，０００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 １，０３５，５００１，０３５，５００１，０３５，５００１，０３５，５００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✽✽✽ 

※会長の時間、国際大会報告について、カセットテープ

不良のため録音できませんでした。申し訳ありません。 
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