
   
    

 

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    中野中野中野中野    恒明恒明恒明恒明        幹事幹事幹事幹事    折原折原折原折原    正昭正昭正昭正昭 
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第２４１２第２４１２第２４１２第２４１２回例会回例会回例会回例会    ２０１７年９月１４２０１７年９月１４２０１７年９月１４２０１７年９月１４日日日日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     中野会長    

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                    宮田会員 

9999 月結婚祝月結婚祝月結婚祝月結婚祝                                                                    石塚石塚石塚石塚親睦委員親睦委員親睦委員親睦委員長長長長 

渡辺 孝（23 日） 

9999 月誕生祝月誕生祝月誕生祝月誕生祝                                             

深瀬英太郎（7 日） 茂田泰典(8 日)  

長岡成郎（10 日） 野口 久正（28 日） 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                         中野中野中野中野会長会長会長会長    

 先日のあいさつ運動には多くの皆

様の参加を頂きありがとうございま

した。今回は杉戸町、教育委員会、

PTA、スクールガードのボランティア

の方々と町をあげての活動でしたの

で、駐車場の関係上、各学校 3～4

人に調整致しました。各学校の校長先生からも大変感謝

され、今後とも継続をしていきたいと思います。 

2002 年 9 月に北朝鮮が拉致を認め、拉致被害者 5 人

が帰国して 15 年になると今朝テレビでやっておりました。

当時そのニュースを私は病院のベッドの上で見ていまし

たが、あれから 15 年も経ったのかと感慨深いです。私は

3 年前、大腸を全摘しました。色々と制限がありましたの

で例会にもしばらく出席できない期間がありましたが皆様

には大変ご迷惑をおかけしました。 

私の病気は「潰瘍性大腸炎」です。難病指定をされて

います。一番有名なところでは安倍総理がこの病気の悪

化が原因で第一次安倍内閣を 1 年で辞任しました。他に

プロゴルファーの重永亜斗夢、芸能界では若槻千夏、山

田まりあが同じ病気です。 

15 年前、沖縄旅行から帰った後、微熱と下痢が続き 1

週間検査入院に入りました。すると医師から「潰瘍性大腸

炎ですね。難病指定で完治しません。特効薬もありませ

ん。」と言われました。とりあえず、以上に上がった白血球

を押さえるのに飲まず食わず点滴だけで約 1 ヶ月半過ご

し、そこから少しずつ退院に向けて少しずつ食事ができる

ようにしました。その時使ったステロイドの副作用で糖尿

病と歩行困難になってしまいました。私はこのステロイド

が原因だと思っていましたが医者は事例がないというの

でかってに止めたら歩けるようになりました。 

潰瘍性大腸炎は、トイレの回数が多い。しかしそんな

に出るものがないので炎症から結局出血をしてします。1

年に１回内視鏡検査を受けますが、大腸の中がただれて

鍾乳洞のようになっているので、癌になっても発見できな

いと言われました。この病気と上手く付き合っていかなけ

ればならないのですが、原因も分かってないので突然悪

くなることがあります。するとまたステロイドを使用するか

透析になり約 2 ヶ月の入院をすることになります。最終的

にはどうなりますか？と聞いたところ「大腸の全摘です」と

言われました。「この病気は、発病してから10年以上で癌

化する確率が上がります。しかし大腸を全摘すれば大腸

がんになることはありません。」と言われ 3 年前に全摘す

る決意をしました。新宿の女子医大で完全腹腔鏡下手術

にて大腸全摘を行いました。3 年前をいうとちょうど合併

の頃だったと思いますが、このような理由でしばらく例会

に出席できませんでしたので、いつか話そうと思っており

ました。皆様も健康には十分留意してください。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        折原折原折原折原幹事幹事幹事幹事    

� 杉戸町国際交流協会より、イベ

ントの案内が届いております。

平成 29 年 9 月 30 日 13:30～カ

ルスタすぎとにて「アラブの王様

も愛したウードコンサート」アラ

ブの楽器による演奏会と後援会

が行われます。 



� 幸手倫理法人会より、平成 29 年 10 月 17 日（火）

18:00～すぎとピアにて開催される「経営者向けの地

域貢献・人材育成を主旨としたイブニングセミナー」

の開催に向け、協力と来賓としての出席の依頼が届

いております。    

� 青少年部門より、ライラ研修参加者募集の案内が届

いております。今年度は、「埼玉再発見」をテーマに

秩父・長瀞方面にて全 4 回の研修が開催されます。

募集に関する詳細は事務局まで。    

� ガバナー事務所より、平成 29 年 11 月 11 日（土）～

12 日（日）開催される地区大会の案内が届いており

ます。第 2 日目、12 日（日）さいたま市文化センター

にて開催される本会議、大懇談会には是非ともご参

加のご協力お願い致します。 

� 杉戸町観光協会より流灯祭御礼が届いております。 

� 青少年奉仕部門より、深瀬会員のお孫さんの交換

留学派遣生試験の合格の連絡がありました。 

理事会報告理事会報告理事会報告理事会報告                         折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事    

10 月例会予定 

5 日 公式訪問リハーサル、理事会、結婚誕生 

12 日 ガバナー公式訪問（和泉屋） 

19 日 外部卓話（米山） 

26 日 夜間例会（雅楽の湯） 

� 台湾クラブとの友好クラブについて 

後ほど、国際奉仕委員会より栗原委員長から説明

があります。また、国内では富岡 RC より友好クラブ

の話が関口会員に来ています。 

� 夜間例会について 

高橋屋、和泉屋の夜間例会は、飲み放題付き税込

8,000 円定額に交渉成立。大吉も 8,000 円定額  

� その他 

・クリスマス例会は石塚親睦委員長が企画中 

    ・ロータリーロゴ入りポロシャツは 3,000 円負担 

・下半期 5 月か 6 月に最終会員旅行予定 

50,000 円の積立

て金 （下半期会

費納入時） 

  旅行に参加で

きない方は後日

返金をします。 

 

国際奉仕委員会報告国際奉仕委員会報告国際奉仕委員会報告国際奉仕委員会報告                                                      栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員 

台湾クラブとの友好クラブについて

経緯はお手元の資料の通りです。今後

この友好クラブ締結についてはその都

度ご報告させて頂きます。 

① 2017 年 5 月 8 日さいたま大空 RC

の張淑惠さんより台湾クラブからの友

好クラブ締結の依頼をうける 

② 2017 年 8 月 17 日 張淑惠さんと中野会長、折原幹事、

渋谷会員と共に渋谷会員の店でヒアリングをする。 

その内容として、締結条件として、年に一度程度の訪

問と来日。その中においても 5 日間や 1 週間近く日本に

いると聞いているが、毎日接待はできない。出来てもその

うちの 1 日例会に来ていただく程度ですと。もちろん自分

たちが、訪問してもその程度でお願いしたいと。すると彼

女は言いました。「台湾の人たちもそういう形式は望んで

いません」と。それは友好クラブとして何十年も交流をし

ているクラブで、親しみがでてそのような交流をしている

のではと。「彼らは観光を目的として来日し、その中で友

好クラブがあれば、一日でも例会に参加できればという

皆さんと同じような考えです。」と云うお話を頂く。再度検

討しこの件を報告し（8/31 日報告）理事会に提出すると

話す。 

③ 2017 年 9 月 3 日台湾クラブより 9/27 日か 10/5 に来

ないかという連絡が入るが、中野会長と相談の上、10 月

12 日に公式訪問があるので行けませんと断る。 

④ 2017 年 9 月 6 日張淑惠さんより連絡があり、台湾クラ

ブが日本旅行を 11/6～12 月一杯で予定している。（約 20

人）そのうち一日訪問したい連絡を受ける。 

雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介                          渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員 

 本日は廣井会員の代わりに「友」の

紹介を致します。今月は「ロータリーの

友月間」ということで、P.8～9 に様々な

国の地域雑誌の表紙が紹介されてい

ますのでご覧ください。 

次に、P.14～19 特集「ようこそ日本

へ」共に日本に暮らす仲間として、をご覧ください。日本に

暮らす外国人の方々のために NPO やボランティア団体

が主に日本語を教える教室を開催しています。そして多く

のロータリークラブが資金援助やイベント開催などの支

援をしているということです。海外に行かなくてもできる国



際的なボランティア支援と皆さんは捉えているそうです。 

次に P.20～31、2018 年国際大会開催都市トロントの観光

案内を含めた都市の特徴が紹介されています。カナダの

トロントといえば、野球のトロントブルージェイズやアイス

ホッケーなどが盛んで大きな都市です。来年国際大会に

行く予定の方は是非読んでください。 

次に P.36 をご覧ください。東日本大震災の時にロータリ

ークラブが作った「ロータリー希望の風奨学金」について

書かれています。この奨学金はロータリー東日本大震災

青少年支援連絡協議会の運営する教育支援プログラム

で、震災で両親、または片親を失った「遺児」の奨学金で

す。P.38 にこのプログラム開始から終了までの活動実績

および予測、そして地区支援団体等の支援金の累計表

が掲載されています。当地区も下から5番目に載っており

ます。 

 次に縦ページの P.4「いじめのない社会をめざして」をご

覧ください。「いじめは犯罪であり、重大な人権侵害であ

る」と書かれています。NPO 法人ジェントルハートプロジェ

クト元理事の篠原さんは、息子さんをいじめによる自殺で

亡くしています。こちらのページも是非一読してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           石塚石塚石塚石塚会員会員会員会員    

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    

44445555    22222222    22223333    0000    11110000    73.3373.3373.3373.33%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                           石塚石塚石塚石塚会員会員会員会員    

中野会長中野会長中野会長中野会長：：：：    本日は理事会ご苦労様でした。行事ごとが続き

ます。皆さんよろしくお願いします。 

折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事：：：：    渡辺孝さん、雑誌紹介ありがとうございました。 

深瀬会員深瀬会員深瀬会員深瀬会員：：：：    孫がお世話になります。 

武井会員武井会員武井会員武井会員：：：：    結婚・誕生祝の皆様おめでとうございます。 

渋谷会員渋谷会員渋谷会員渋谷会員：：：：    渡辺孝会員、友の紹介ありがとうございます。 

加藤会員加藤会員加藤会員加藤会員：：：：    天高くの空ですが、迷走台風やミサイルが飛び

交いのんびり秋の空を楽しんでいられなくなりました。 

新井会員新井会員新井会員新井会員：：：：    秋らしくなりました。台風が日本列島襲来らしい

ですね。あまりありがたくない話です。 

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：    やっと秋らしい気候となりました。 

石井会員石井会員石井会員石井会員：：：：    8 月 17 日以来約 1 ヶ月ぶりの例会場での例会

です。台風 18 号、連休に日本列島直撃、台風の進路が

心配です。台風情報には十分注意してください。 

落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員：：：：    今年は不陽気ですネ。8 月 6 日（日）流灯

祭りまで天気だったが、翌日から雨続きで 8 月は 17 日間

も雨降りだったとか。また大型台風が来そうで心配です。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    昨年日本一と評価された福島母畑温泉八幡

屋に1500名余宿泊した団体のオーナーから、大変良かっ

たので 2 年後に 2300 名、3 年後には 4000 名を頼まれた

との報告を受けビックリ！ 因みに同ホテルを坂東太郎グ

ループが 3 班に分け、今朝まで使っています。クラブの旅

行も八幡屋でいかがですか？ 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    民進党はもう終わりですね。石塚さん司会ごく

ろうさま。渡辺孝さん、急なお願いありがとうございます。 

細井会員細井会員細井会員細井会員：：：：    渡辺孝さん結婚祝、茂田さん、長岡さん、深瀬

さんお誕生日おめでとう。 

石塚会員石塚会員石塚会員石塚会員：：：：宮宮宮宮田会員：矢島会員：井上会員：舟越会員田会員：矢島会員：井上会員：舟越会員田会員：矢島会員：井上会員：舟越会員田会員：矢島会員：井上会員：舟越会員    

折原（弥）会員：渡辺（孝）会員：篠原会員：折原（弥）会員：渡辺（孝）会員：篠原会員：折原（弥）会員：渡辺（孝）会員：篠原会員：折原（弥）会員：渡辺（孝）会員：篠原会員：    

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 ２７，０２７，０２７，０２７，０００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 ２１４，０００２１４，０００２１４，０００２１４，０００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✽✽✽ 

 

 

 



 

２０１７・７．１～２０１８．６．３０ 杉戸ロータリークラブ　平成29年7月1日

2016-17
実績

2017-18
予算

摘　　要（2017-18年度）

0 0 繰り越金（昨年度の残金は定期預金へ）

11,471,620 12,471,620 28万X40、16万X1  \1,111,620 (自動決済サービス手数料￥8380差引 4名）

60,000 60,000 3万X2名（利根川、山崎）※大作会員免除

16,500 0

0 0

地区補助金 0 0 地区補助金1400ﾄﾞﾙは、特別事業費に入金し消却

0 0

16 0

11,548,136 12,531,620

2016-17
実績

2017-18
予算

摘　　要（2017-18年度）

クラブ奉仕 450,416 550,000 公式訪問\300,000、さいしん他\98000、卓話御礼、名刺、手帳、記章、他

プログラム・R情報 0 0 ※部門セミナーの登録料は一括払いになりました

会報・雑誌 367,464 420,000 週報作成\18,000X12ヶ月、友\104,000、用紙・インク￥60,000、HP\49,764、他

会員増強・退会防止 0 0 ※部門セミナーの登録料は一括払いになりました

親睦 927,518 1,200,000 親睦会30万、結婚誕生祝30万、親睦旅行30万、親睦ゴルフ15万、他

出席 854,500 1,000,000 地区大会45万、IM36万、セミナー登録料一括払、地区協、他

小計 2,599,898 3,170,000

職業奉仕 10,000 20,000 セミナー（夜話会）

社会奉仕 353,136 400,000 流灯10万、夏祭5万、皆勤賞5万、すぎスポ4.5万、障害者3万、他

国際奉仕 5,000 5,000 国際交流協会\5,000

青少年奉仕 400,500 200,000 ライラ研修

特別事業費 200,360 600,000 杉戸町音楽祭、植樹、ベンチ作成、※1400ﾄﾞﾙ地区補助金あり

小計 968,996 1,225,000

ロータリー財団 920,970 902,000 200$X45 ＠110

米山記念奨学会 894,000 1,000,000 20,000円X45、米山入学式、修了式、他

小計 1,814,970 1,902,000

地区分担金 1,171,200 1,260,000 \28,000X45

ＲＩ人頭分担金 264,288 290,000 57$X45 ＠111

米山普通寄付 207,500 225,000 米山普通寄付金\5000x45

特別分担金 51,400 45,000 \1000X45

小計 1,694,388 1,820,000

例会費 1,404,499 1,600,000 \38,000X約25回、夜間例会9回

会長幹事会費 190,000 200,000 会長・幹事会・エレクト会

小計 1,594,499 1,800,000

事務用品費 42,410 50,000 コピー用紙、プリンターインク、領収書、祝儀袋、乾電池、他

印刷費 54,544 55,000 年度計画書作成費\50,000、製本表紙代、他

通信費 212,728 220,000 電話代・FAX\130,000、インターネット、郵便、他

人件費 960,000 960,000 事務局\80000X12

慶弔費 98,880 100,000 結婚、香典、花輪、他

支払手数料 16,200 20,000 振込手数料

事務所費 148,463 150,000 リース料金（コピー機、レーザープリンター）￥70,000、トナー交換￥70,000、他

周年積立・予備費 90,940 1,059,620 周年積立/予備費\1,059,620

小計 1,624,165 2,614,620

10,296,916 12,531,620　　　　　合　　計
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