
   
    

 

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２４２８第２４２８第２４２８第２４２８回例会回例会回例会回例会    ２０１８年１月２０１８年１月２０１８年１月２０１８年１月４４４４日休会日休会日休会日休会    

第２４２９回例会第２４２９回例会第２４２９回例会第２４２９回例会    ２０１８年２０１８年２０１８年２０１８年 1111 月１１日月１１日月１１日月１１日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                石井副会長    

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                    仁部会員 

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介      交換留学派遣生 深瀬 心羽さん 

1111 月結婚祝月結婚祝月結婚祝月結婚祝                                                                     

井上勝雄（7 日） 

1111 月誕生祝月誕生祝月誕生祝月誕生祝                                             

中野恒明（6 日） 石井眞一（10 日） 

利根川純子（22 日） 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                        石井副石井副石井副石井副会長会長会長会長    

 本日は中野会長が先日の台灣中

壢北區 RC に幹事と栗原会員と訪問

していますので、私が会長の時間を

務めさせて頂きます。本日は 11 月 16

日以来の例会場での例会になりま

す。 

  昨年の埼玉県のニュースでは、花咲徳栄高校が夏の

甲子園で県勢悲願の初優勝を飾り、今年 100 回を祈念す

る大会で 2 連覇を狙えるか期待をされています。浦和レッ

ズが 10 年ぶりのアジア王者になりました。 

  杉戸町では昌平高校が、ラグビーとサッカー、女子駅

伝で全国大会出場をしています。残念ながら 2 回戦敗退

となりましたが、1/19 すぎとピアで行われる埼葛の町村

（松伏、宮代、杉戸）議会研修の講演会で、「チームデザ

イン 1 からスタート」のテーマで、昌平高校サッカー部の

藤島監督が講演することになっております。以前には、坂

東太郎の社長や松伏町では、プロゴルファーの石川遼選

手のお父さんが講演をしています。 

 一年の計は元旦にありということで、今年の目標は健康

第一ということです。お酒をあまり飲み過ぎないよう、自

分なりに飲まない日を増やそうと努力をしています。 

先日 1/8 に、宮代の「歩こう会」で深川の七福神めぐり

をしてきました。清澄白河から富岡八幡などを回り 4 時間

ほど歩いたあとに、両国国技館の近くにあるお店でちゃ

んこ鍋を食べてきました。 

 今年は 1 日 1 万歩以上を歩く目標を立てています。1/81

万 2000 歩を歩きましたら、普段 23～24％ある体脂肪が

18.9％に下がりまして、タニタの体重測定器で対内年齢

54 歳を出すことができました。この数値はどうも体脂肪率

が関係しているようですね。今後とも 1 日 1 万歩を目指し

て健康維持をしていきたいと思います。 

 今年は戌年です。当クラブにも 4 名ほど戌年の方がいま

すね。秩父地方では、狼を信仰する三峰神社があり狛犬

の代わりに神社各所に狼の像が鎮座しています。狼は西

洋の童話では、家畜を襲ったりする悪者として扱われま

すが、日本では作物を食い荒らす鹿やイノシシを追い払

う存在として信仰の対象となったそうです。畑の作物や財

産を守るという意味で、共通するお犬様は火事や盗難除

けの御利益があるとされています。 

 戌年の人が 976 万人いるそうですが、総人口の 7.7％で

すが、12 支の中で一番少ないそうです。戌年の著名人と

しては、72 歳の堺正章、60 歳の石川さゆり、48 歳では羽

生善治、36 歳では吉田沙織、24 歳は大谷翔平、です。 

 年賀状などに書かれた戌年にちなんだ言葉をご紹介し

なます。ワンダフルな 1 年に、ワンランクアップ、食事はワ

ンコイン、犬も歩けば希望に当たる、また、小池都知事が

年頭の訓示で「犬は１年で人間の７年分成長するという。

スピード感を持ちたい」と述べています。 

戌年の株式相場格言は「笑う」。1958 年から過去 5 回

の騰落率をみると、勝敗は4勝1敗。投資家にとって戌年

は「笑って年を越せる」傾向にあるそうです。 

 12 月 9 日に杉戸町と東武動物公園東口の整備に関す

る締結が結ばれ今後の開発に期待されます。 



幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                石井副会長石井副会長石井副会長石井副会長    

� ガバナー事務所より、2018 年トロ

ント国際大会における日本人親善

朝食会についての案内が届いて

おります。 

� ガバナー事務所より、2018 年トロ

ント国際大会のＲＩ第 2770 地区ガ

バナーナイトの案内が届いております。こちらも参加

される方は、事務局までお申込みをお願い致しま

す。 

お客様お客様お客様お客様挨拶挨拶挨拶挨拶                    青少年交換派遣生青少年交換派遣生青少年交換派遣生青少年交換派遣生    深瀬心羽さん深瀬心羽さん深瀬心羽さん深瀬心羽さん    

 杉戸ロータリークラブの皆様、こんに

ちは 2018-19 年度青少年交換派遣予

定生の深瀬心羽です。本日は学校が

入試のため休みなのでご挨拶に参り

ました。派遣生に合格してから様々な

オリエンテーションがありすべてに参

加をしています。まだどこの国に留学するのか決まってい

ませんが皆さんの期待に応えられるよう努力をしていき

たいと思っています。応援宜しくお願い致します。 

会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話                                                                                                                    関口関口関口関口会員会員会員会員 

  先日、中川ガバナーエレクトの壮

行会がありました。明日から国際協

議会に出発すると思います。約 1 週

間、朝 8 時から夕方 5 時までかかり

ます。大変だと言いますが、たったの

1 週間です。ガバナーは 1 年間ありま

すが、ガバナーを終えた後の方が長いです。ガバナーは

見習い 2 年、本番 1 年、お礼奉公 7 年と言われます。ガ

バナーを終わると 7 年間各部門の諮問になります。 

昨年、パストガバナーが 2 名亡くなりました。2770 地区

はパストガバナーが現在24名おりまして、これほど多くの

パストガバナーがいる地区はありません。昨年秋山パス

トが 100 歳、牧内 88 歳で亡くなりましたが、年齢でいうと

私が上から 12 番目のパストガバナーになりました。 

第 6 グループの IM が海老原ガバナーのもと 4 月の藤

祭りに合わせて行われます。これから各グループで IM が

行われますが、昔は IM にガバナーは出席しませんでした。

私のガバナーのときは 12 グループありましたが、全部断

りました。IM はガバナー補佐が唯一各クラブを招集でき

る行事です。しかし IM は強制ではありません。ですので

やらない地区もあります。最近の IM やセミナーは会場が

ホテル等でお金がかかりますが、昔はみな手作りで役員

が朝早く会場に行きイスを並べたりして設営をしました。 

ガバナー事務所が浦和のエイベックスタワーにありま

すが、ロータリークラブの事務所が入ったことでビルの価

値が上がったといいます。今でもロータリーはステイタス

なんですね。地区事務所の固定化は他の地区でも行わ

れていますが、越谷や東武線沿線からのガバナーは地

区役員の常駐が難しいので、サテライトを置くなどの対応

が必要となるでしょう。 

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    14141414    31313131    0000    11117777    68.8968.8968.8968.89%%%%    

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    

石井副石井副石井副石井副会長会長会長会長：：：：    明けましておめでとうございます。皆様にとっ

て今年 1 年がワンダフルな年になりますように！誕生日

のお祝い品ありがとうございます。 

落合落合落合落合会員会員会員会員：：：：    皆さん今年もよろしく。お蔭様で大手術をして20

か月を過ぎ大変元気になりました。今年も出来る限り旅

行等お出掛けし残された人生を楽しみたいと思ってます。 

深瀬深瀬深瀬深瀬会員会員会員会員：：：：    孫がお世話になっています。 

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    お客様いらっしゃいませ。日本一おいしいウ

ナギを召し上がりください。 

加藤会員加藤会員加藤会員加藤会員：：：：    今年もよろしくお願いします。今年は出席率アッ

プに貢献したいです。特に夜間例会は解禁でいきます。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    本年もよろしくお願いします。 

仁部会員仁部会員仁部会員仁部会員：：：：    本年が皆様にとって穏やかな 1 年になりますよ

うご祈念申し上げます。 

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    本会社を 8 日まで休みにしました。 

古谷会員古谷会員古谷会員古谷会員：：：：    新年おめでとうございます。明日は杉戸町新春

賀詞交換会です。よろしくお願いします。 

武井会員武井会員武井会員武井会員：：：：    新年おめでとうございます。今年も良い年にな

るよう祈念します。 

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：    久し振りの例会です。本年もどうぞよろしく。 

新井会員新井会員新井会員新井会員：：：：野口会員野口会員野口会員野口会員：：：：真中会員真中会員真中会員真中会員：：：：    本年もよろしくお願い致

します。    

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 ４４４４４４４４，０，０，０，０００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 ５１４５１４５１４５１４，０００，０００，０００，０００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✽✽✽ 
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