
   
    

 

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 

Rotary Club of SUGITO 
杉戸ロータリークラブ週報杉戸ロータリークラブ週報杉戸ロータリークラブ週報杉戸ロータリークラブ週報    

2017201720172017～～～～2018201820182018 年度年度年度年度    RIRIRIRI のテーマのテーマのテーマのテーマ    
    ROTARY：MAKING A DIFFERENCE  

 

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 
http://www.sugito.club 

第２４１３第２４１３第２４１３第２４１３回例会回例会回例会回例会    ２０１７年９月２１２０１７年９月２１２０１７年９月２１２０１７年９月２１日日日日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     中野会長    

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                                                                                         中野中野中野中野会長会長会長会長    

 今月は「基本的教育と識字率向上

月間」「ロータリーの友月間」です。ロ

ータリアンの３大義務は、① 会費の

納入② 例会出席③ ロータリー雑

誌の購読 とありますが、この雑誌の

購読とは「ロータリーの友」のことで

す。RI本部で発行されている公式雑誌が世界に32ありま

すが、「ロータリーの友」がその一つです。この公式雑誌

にはルールがあり、毎年 7 月号表紙に RI 会長の写真を

掲載すること。毎月テーマごとにＲＩが強調する活動に関

する世界の状況を特集することです。「ポリオ撲滅」「識字

率向上」「子供の死亡率を減らす」「ロータリーの基礎知

識」「水と衛生に目を向ける」「平和と紛争解決に向けて」

などです。 

今月のテーマ「識字率向上」とありますが、世界の中に

は字の読めない方が何人くらいいるかご存じでしょうか？

7億8000万人です。日本は99％で1％の人が、字が読め

ないそうです。この調査が正確かは分かりませんが、北

朝鮮では 100％と言っているそうです。本当でしょうかね。

そして世界の識字率の平均が 86％、一番低いのがアフリ

カの南スーダンなのだそうです。RI では多くの人々が、字

が読めるという基本的な教育が受けられるようテーマに

上げています。 

  ロータリアンの 3 大義務は、会費と例会出席、ロータリ

ー雑誌の購読とありましたが、毎月第一例会では、当クラ

ブでも雑誌紹介をしておりますので、例会に出席をすれ

ばこの義務を果たすことができますね。 

  来月 10 月 12 日（木）和泉屋でガバナー公式訪問があ

ります。先週も言いましたが皆様の出席を是非ともお願

い致します。また、11 月 12 日（日）は、さいたま市文化セ

ンターにて地区大会があります。例会振り替えになってお

りますので、出席のご協力を宜しくお願い致します。 

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

� 春日部南 RC より、平成 29 年

11月 4日(土)～5日（日）春日部

市営牛島球場にて開催される

「第 21 回春日部市高等学校野

球大会」の案内が届いておりま

す。後日担当者が例会に協賛

金のご協力のお願いに伺いますと書かれています。 

� 管理運営部門より、平成 29 年 10 月 27 日（金）さい

たま市民会館おおみやにて開催されるロータリーリ

ーダーシップ研究会（RLI） パートⅢの案内が届いて

おります。    

� 来週 28 日（木）夜間例会の前に臨時理事会を開催

致します。議題は 12 月 14 日（木）開催予定のクリス

マス例会についてです。    

感謝状の贈呈感謝状の贈呈感謝状の贈呈感謝状の贈呈                                                                                  栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員 

2016-17 年度 米山記念奨学部門委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話                              仁部仁部仁部仁部会会会会員員員員 

 皆様ご存じのとおり、私の先代も祖

父も坊さんで杉戸の上原寺住職とし

て3代目となります。そして先々週に

次男が挙式をしまして、長男次男 2

人が 4 代目候補として上原寺のセッ

トアッパーという役割でお寺を守ら

せて頂いております。 

本日はまず「秋彼岸を迎えて」話させて頂きます。彼岸

というのは、春と秋の 2 回あります。「春分・秋分の日」を

中日とし前後 3 日を合わせた 7 日間を彼岸と言います。

彼岸とは、サンスクリット語（梵語）のパーラミター「波羅密

多」→到彼岸（漢訳）から成っています。 

「春分の日」は、「自然（しぜん）をたたえ、生物をいつく

しむ」日として、豊作を願い牡丹餅を食べ、「秋分の日」は、

「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」日として、収

穫に感謝しお萩を食べます。国民の祝日に定められてい

ますが、「春分の日」と「秋分の日」は、お彼岸の中日（ち

ゅうにち）でもあります。 

仏教では、ご先祖さまのいる世界を「彼岸（ひがん）」、

いま私たちが生きているこの世界を「此岸（しがん）」とい

い、「彼岸」は、西に位置し、「此岸」は、東に位置するとさ

れています。3 月の春分の日と 9 月の秋分の日は、太陽

が真東から昇り、真西に沈むので彼岸と此岸がもっとも

通じやすい日になると考えられ、この時期に先祖供養を

するようになりました。一般的には中日の前後にお墓ま

いりに行きます。しかし、彼岸に墓参りに行くというのは日

本独自の行事です。 

お彼岸の期間の７日間は、中日がご先祖さまに感謝す

る日、その前後 6 日間は、人が生きていく上で良いことと

悪いことをきちんと判断し、正しい行いができるようになる

ための 6 つの修行（六波羅蜜）を行います。 

①布施 人のために惜しみなく何か善いことをする 

②持戒 本文を忘れずルールを守る 

③忍辱 苦しさや困難に耐える 

④精進 最善を尽くして努力する 

⑤禅定 心を落ち着けて動揺しない 

⑥智慧 真実を見抜く力を身に付ける 

これらの6つを行うことによって、煩悩多き此岸より悟りの

彼岸に到達するというものですが、対岸へは、どの川の

どの辺にどのような橋を架けるかということです。ご先祖

さまへの感謝の気持ちをもって、普段の生活の中で、正

しい行いをするように心がけるといいですね。 

また、皆さんはすでにご存じだと思いますが、祝日として

の春分の日・秋分の日は、前年の 2 月 1 日に、国立天文

台の暦象年表に基づき閣議で翌年の中日を決定します。 

 次に、「言葉の魔法」についてお話します。 

言葉には力があるとされています。それを「言霊」と言い

ますが、言霊とは、発した言葉が、現実の世界に何らか

の影響を及ぼすというもので、簡単にいうと、いい言葉を

発すれば、いい事が起き、悪い言葉を発すれば、悪いこ

とが起きるというものです。 

 また、「すみません」は「すまない」の丁寧語で「すいませ

ん」「吸いません」ではありません。そして、「すみません」

には 3 つの意味があります。 

①謝罪「すみません 気を付けます」 

②依頼「すみません これお願いします」 

③感謝「すみません ありがとうございました」 

「待つ」ことからの「発見」と「成長」 

気が短い（イライラ）→直ぐ人にあたる→部下は育たない

→後悔 

気が短いは訓練で治る→エレベーターのボタン「閉」

「close」を押さない 

発見①メーカーにより自然に閉まる時間が違う 

発見②他人の習性が見えてくる 逆に親切に「開」「open」

を押す 

発見③居合わせた人との会話で 3 つの「すみません」が

わかる 

成長①他人を通して自己がわかる 

成長②自分のイライラが抑えられると他人の良い所が見

えてくる 

成長③自然と周りからの信頼を得ることが出来る 

エレベーターが閉まる 3.5 秒待つだけで、短気が治り成長

をする・・・信じるかはあなた次第です。 



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    22221111    22224444    0000    11110000    68.8868.8868.8868.88%%%%    

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：：：：    本日は仁部エレクト、卓話ありがとう御座いまし

た。 

折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事：：：：    仁部会員、卓話ありがとうございました。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    明日からロータリー日韓親善会議 RI3750 地区

友好 30 周年記念式典に出席して来ます。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    仁部さん、卓話ありがとうございます。 

渋谷会員渋谷会員渋谷会員渋谷会員：：：：    仁部会員、卓話大変勉強になりました。残念な

がら早退いたします。 

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    安室ちゃんが引退・・・。当時同じ業界で働い

ていた時の輝きは今でも忘れられません。誰にでも大きく

変わる時が何度かあるはず。受け入れることも大事なの

かな。 

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    細井さん、当社を利用いただきありがとうご

ざいました。おかげさまで仕事の方も順調なのでほっとし

ています。 

第２４１４第２４１４第２４１４第２４１４回例会回例会回例会回例会    ２０１７年９月２８２０１７年９月２８２０１７年９月２８２０１７年９月２８日日日日    

夜間例会（大吉夜間例会（大吉夜間例会（大吉夜間例会（大吉）１８：３０点鐘）１８：３０点鐘）１８：３０点鐘）１８：３０点鐘    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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    

45454545    23232323    22222222    0000    10101010    73.3373.3373.3373.33%%%%    

    

細井細井細井細井会員会員会員会員：：：：    仁部さん卓話ご苦労様です。 

深瀬深瀬深瀬深瀬会員会員会員会員：：：：    仁部会員、卓話ありがとうございました。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    明日からニューヨークとカナダへ出かけます。フ

ルムーン旅行です。安倍首相と入れ違いですが。 

田中田中田中田中会員会員会員会員：：：：    仁部会員卓話ありがとう。 

武井武井武井武井会員会員会員会員：：：：    仁部会員卓話ご苦労様です。 

仁部仁部仁部仁部会員会員会員会員：：：：    本日は参考になったでしょうか？卓話また機会

ありましたら宜しくお願い致します。 

栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員：：：：    歌手の泰葉が婚約したのがイラン人ときいて渋

谷君を想い出したのは私だけでしょうか。 

真中真中真中真中会員会員会員会員：：：：    CS 進出へ正念場、26 日（火）東京ドームへ行っ

て来ます。 

馬場馬場馬場馬場会員会員会員会員：：：：渡辺（嘉）会員：折原（弥）会員：篠原渡辺（嘉）会員：折原（弥）会員：篠原渡辺（嘉）会員：折原（弥）会員：篠原渡辺（嘉）会員：折原（弥）会員：篠原会員：会員：会員：会員：    

井上井上井上井上会員会員会員会員：野口会員：野口会員：野口会員：野口会員    

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 ２８２８２８２８，０，０，０，０００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 ２４２２４２２４２２４２，０００，０００，０００，０００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✽✽✽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ２６，０２６，０２６，０２６，０００円００円００円００円 

スマイスマイスマイスマイル累計額ル累計額ル累計額ル累計額 ２６８２６８２６８２６８，０００，０００，０００，０００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    
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