
   
    

 

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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会長会長会長会長    石井石井石井石井    眞一眞一眞一眞一        幹事幹事幹事幹事    渡辺渡辺渡辺渡辺    良一良一良一良一 
http://www.sugito.club 

第２４００第２４００第２４００第２４００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２２２２２２２２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            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                  馬場会員 

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介 

杉戸町総合型スポーツクラブ（すぎスポ） 大島 斎禮様 

                              理事長 斉田 壯市様 

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    

藤井聡太がデビューから 28 連勝

になりました。彼は愛知県瀬戸市出

身。名古屋大学教育学部附属中学

校在学中です。5 歳で祖母に教えら

れて将棋を始め 7 歳でアマ初段とし

て研修会に入会しました。初段から

プロデビューまですべて史上最年少記録であり、特に 14

歳 2 ヶ月での四段昇段は「ひふみん」こと加藤一二三の

持っていた最年少プロデビュー記録、「14 歳 7 ヵ月」を 62

年ぶりに更新する快挙を成し遂げました。デビュー戦から

公式戦では一度も負けることなく連勝を続け、デビューか

らの連勝記録を更新(以前の記録は 10 連勝)、竜王戦・棋

王戦で本戦トーナメントに進出。その後も勢いはとどまる

ことを知らず、神谷広志の持つ 28 連勝と並びました。次

の 29 連勝が楽しみですね。 

東京・銀座で複数の飲食店から「みかじめ料」（用心棒

代）と称する現金要求を続けたとして、恐喝容疑で指定暴

力団山口組系組長ら 8 人が逮捕されました。暴力団排除

の機運の高まりとともに減少しているものの、みかじめ料

はいまだに組織の資金源となっています。私が警察官の

時、浅草におりましたが、銀座のような街でもこのような

因習があるのですね。 

みかじめ料の要求は暴力団の主要な資金源とされて

きましたが、暴力団対策法や都道府県などの暴力団排

除条例施行で、現在では減少しています。ただ、暴力団

は社会に深く浸透して、報復を恐れて申告できない店舗

もあるため、表面化せずに今も主要な資金源となってい

るケースも少なくありません。「必ず守るから話してほし

い」と説得しても、「みかじめ料の要求なんて聞いたことも

ない」といわれてしまうことがほとんどです。説得するのに

何年もかかる場合があると関係者は言っています。 

高級クラブといわれる店は月 5 万円が基本。昔からの

慣習で、『お付き合い』『必要経費』という名目でおしぼり

や、熊手、破魔矢といった縁起物を高値で買わせたり、

安価な果物を高価な値段で買わせたりと、一般の商取引

を装うものもあります。暴力団の３ない運動というものが

あります。暴力団を利用しない、恐れない、金をださない。

プラス暴力団を交際しない。交際していいことなど何もあ

りません。皆様もどうか気を付けて頂きたいと思います。 

私が会長を引き受けた時に、会員増強目標を 45 名と

致しました。2 名の新入会員を迎えましたが、昨年末大作

会員が逝去しましたので現在 42 名。残念ながら増強目

標達成ならず中野年度に引き継ぐことになりそうです。ス

マイルの目標も 130 万円でしたが、これも達成できず 110

万くらいになりそうですね。ここは会長が補填しなければ

ならないのでしょうか（笑）。力及ばないところもありました

が 1 年間皆様のご協力もあって無事に過ごすことができ

ましたこと感謝申し上げます。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                        折原折原折原折原会員会員会員会員    

� 青少年奉仕部門より、平成 29 年 11 月中の 5 日間、

岩槻北稜高等学校 上尾橘高等学

校にて開催される「自分発見高校

生感動体験プログラム（就労体験

活動 5days）」協力依頼が届いてお

ります。    



� 富士登山同好会より、7 月 29 日（土）～30 日（日）1

泊2日富士登山の案内が届いております。米山奨学

生を中心に富士登山を企画している内容です。    

参加費 23,000 円、参加者説明会 7 月 1 日 13:00～越

谷南 RC 例会場にて開催されます。申し込まれる方

は 6 月 29 日までに栗原会員までお願いします。 

お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶                                すぎスポすぎスポすぎスポすぎスポ    理事長理事長理事長理事長    斉田斉田斉田斉田    壯市様壯市様壯市様壯市様    

私はスポーツ少年団で少年野球

を約 35 年やっておりました。昨年度

から NPO の杉戸町総合型スポーツ

クラブ（すぎスポ）で昨年の 5 月の総

会以来、理事長を務めております。

昨年も 7 月にご挨拶に伺いました。 

5月18日に組織の総会が終わりまして、今年度の事業

について承認を頂きまして進めさせて頂くことになってお

ります。私どもは杉戸町のスポーツの振興と発展、健康

で明るい生活をできる組織をモットーとして、いつでもどこ

でも誰でもいつまでもということで事業を推進しておりま

す。3 月末現在で約 550 名の会員 23 種目ございます。老

若男女、お年寄りから若いひとまでを網羅した組織となっ

ております。 

昨年度から事業として、特に障がい者の方々のイベン

トや大会等に今後力を入れていきたいと思っております。

昨年のリオデジャネイロでパラリンピックの正式種目ボッ

チャというボールを投げる競技がありましたが、現在その

用具を購入致しまして準備を進めています。このような競

技をとおして障害者の方々も広くこの組織で活動して頂

きたいと期待をしております。 

 

 

 

 

 

会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話                                                                                                                田中田中田中田中会会会会員員員員    

石井会長、1 年間大変

お疲れ様でした。会長の

時間は毎週大変だったと

思いますが、今ホッとして

いることだと思います。 

今日の私の卓話は、先

日行って参りました国際大会の報告を写真のスライドで

ご覧頂きたいと思います。 

アトランタ国際大会アトランタ国際大会アトランタ国際大会アトランタ国際大会    6666 月月月月 6666 日～日～日～日～13131313 日日日日    

1111 日目（日目（日目（日目（ロサンジェルス→ロサンジェルス→ロサンジェルス→ロサンジェルス→ラスベガラスベガラスベガラスベガス）ス）ス）ス）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2222 日日日日目（目（目（目（ザイオン国立公園ザイオン国立公園ザイオン国立公園ザイオン国立公園・・・・ロアンテロープキャニオンロアンテロープキャニオンロアンテロープキャニオンロアンテロープキャニオン）））） 

 

 

 

 

 

 

3333 日日日日目（目（目（目（モニュメントバレー観光モニュメントバレー観光モニュメントバレー観光モニュメントバレー観光）））） 

 

 

 

 

 

 

4444～～～～6666 日日日日目（目（目（目（アトランタ観光）アトランタ観光）アトランタ観光）アトランタ観光） 

 

 



第第第第 2770277027702770 地区ガバナーナイト地区ガバナーナイト地区ガバナーナイト地区ガバナーナイト 

 

 

 

 

 

 

国際大会国際大会国際大会国際大会登録登録登録登録 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

国際大会本会議国際大会本会議国際大会本会議国際大会本会議 

 

 

 

 

 

 

市内観光市内観光市内観光市内観光 

 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

※ 田中会員は平成 19 年のソルトレイク国際大会より、

平成29年のアトランタ国際大会まで、PPの完璧な資料を

お持ちです!! 時間の空いた時には、是非この中からまた

卓話を期待致します。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員    

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    15151515    11117777    0000    11112222    64.264.264.264.20000%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                     栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員    

大島様・斉田様大島様・斉田様大島様・斉田様大島様・斉田様：：：：    今年も宜しくお願い致します。    

石井石井石井石井会長会長会長会長：：：：    石井年度、例会場での最後の例会です。1 年間

大変お世話になりました。大島様、斉田様ようこそ。田中

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。 

折原（正）折原（正）折原（正）折原（正）会員会員会員会員：：：：    大島様、斉田様ようこそ。田中会員、卓話

ありがとうございました。 

真中真中真中真中会員会員会員会員：：：：    本日は家賃も払わず我が家に 50 年間居座って

いる女性の誕生日です。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員：会員：会員：会員：    石井さん例会場での最後の会長の仕事、一

年回本当にご苦労様でした。    

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    すぎスポ大島様、斉田様いらっしゃいませ。

先週末、青少年交換プログラムで来ている来日学生、来

月から埼玉県親善大使として世界へ飛び立つ学生たちの

最終スピーチがありました。キラキラした眼差しを前にロ

ータリーに関われる倖せを感じました。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    田中さん興味深い卓話ありがとうございました。

アトランタのあるジョージア州は、南部でのんびりしている

と当社ジョージア工場にいる後輩が言っていました。 

栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員：：：：    田中さんありがとうございます。うなぎ一つでう

れしくなるもんですね。ありがとうございます。 

仁部会員仁部会員仁部会員仁部会員：：：：    2400 回おめでとうございます。    

新井会員新井会員新井会員新井会員：：：：    田中さん卓話ありがとう。 

渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員：：：：    田中会員、卓話ありがとうございました。 

古谷（豊）古谷（豊）古谷（豊）古谷（豊）会員会員会員会員：：：：    よろしくお願いします。 

田中田中田中田中会員会員会員会員：：：：    お客様ようこそ。 

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：    早退します。1 年間会長幹事ご苦労様でした。

次年度会長幹事どうぞよろしく 130 万円はむりでした。 

折原（弥）折原（弥）折原（弥）折原（弥）会員：会員：会員：会員：井上会員：矢島井上会員：矢島井上会員：矢島井上会員：矢島会員会員会員会員::::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 ２５２５２５２５，０，０，０，０００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 １，０６０１，０６０１，０６０１，０６０，５００，５００，５００，５００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２４０１第２４０１第２４０１第２４０１回例会回例会回例会回例会    ２０１７年６月２９２０１７年６月２９２０１７年６月２９２０１７年６月２９日日日日    

最終夜間例会（高橋屋）１９：００点鐘最終夜間例会（高橋屋）１９：００点鐘最終夜間例会（高橋屋）１９：００点鐘最終夜間例会（高橋屋）１９：００点鐘    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                       石井会長    

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    

� R 財団部門より、国際ロータリー第 3000 地区グロー

バル補助金を使用した国際奉仕事業の案内が届い

ております。事業名は、病院への救急車の提供で、

高速道路に救急車を配備することが目的です。事業

参加の案内です。 

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    29292929    13131313    0000    11110000    92.8692.8692.8692.86%%%%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                         

石井会長：渡辺幹事：井上会員：小川会員：落合石井会長：渡辺幹事：井上会員：小川会員：落合石井会長：渡辺幹事：井上会員：小川会員：落合石井会長：渡辺幹事：井上会員：小川会員：落合((((喜喜喜喜))))会員会員会員会員    

折原折原折原折原((((正正正正))))会員：折原会員：折原会員：折原会員：折原((((弥弥弥弥))))会員会員会員会員：：：：加藤会員：渋谷会員：加藤会員：渋谷会員：加藤会員：渋谷会員：加藤会員：渋谷会員：    

下津谷会員：関口会員：高橋会員：武井会員：田中会員下津谷会員：関口会員：高橋会員：武井会員：田中会員下津谷会員：関口会員：高橋会員：武井会員：田中会員下津谷会員：関口会員：高橋会員：武井会員：田中会員    

戸賀崎会員：中野会員：仁部会員：長岡会員：野口会員戸賀崎会員：中野会員：仁部会員：長岡会員：野口会員戸賀崎会員：中野会員：仁部会員：長岡会員：野口会員戸賀崎会員：中野会員：仁部会員：長岡会員：野口会員    

舟越会員舟越会員舟越会員舟越会員::::古谷古谷古谷古谷((((松松松松))))会員：古谷会員：古谷会員：古谷会員：古谷((((豊豊豊豊))))会員：細井会員：会員：細井会員：会員：細井会員：会員：細井会員：    

真中会員：宮田会員：矢島会員：渡辺真中会員：宮田会員：矢島会員：渡辺真中会員：宮田会員：矢島会員：渡辺真中会員：宮田会員：矢島会員：渡辺((((孝孝孝孝))))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 ４６，０４６，０４６，０４６，０００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 １，１０６，５００１，１０６，５００１，１０６，５００１，１０６，５００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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