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第２４４１回例会
第２４４１回例会 ２０１８年４月５日
２０１８年４月５日
点鐘
君が代・ロータリーソング
君が代・ロータリーソング
四つのテストの唱和
4 月結婚祝

中野会長
奉仕の理想
宮田会員
真中会員

落合喜彦（4 日） 宮田雄一（7 日）

店前 12 時 15 分受付です。懇親会は「むさし」で行われま
すが、観光バスで移動しますので最後までご参加お願い
致します。
そして、5 月 12 日幸手中央の 20 周年記念式典が新都
心の「ブリランテ武蔵野」で、6 月 1 日には春日部西の 35
周年記念式典が「浦和ロイヤルパインズ」であります。ク

細井勝保（28 日）

ラブからそれぞれ 10 名くらいの枠で出席を予定しており

4 月誕生祝

ます。当クラブでも 50 周年を控えておりますので、皆様の

折原正昭（13 日） 大作貴洋（14 日）

会長挨拶

中野会長
中野会 長

皆様こんにちは。先週は野口会員
の事業所でお花見例会がありました。

出席のご協力を宜しくお願い致します。

理事会報告
5 月例会予定
3 日 休 会（憲法記念日）

先週の木曜日はちょうど満開でみご
とな夜桜で、海老原ガバナー補佐と

10 日 あいさつ運動

春日部南の田口会長がメイキャップ

17 日 結婚誕生祝・雑誌紹介、会員卓話

に来訪し、個人で所有する桜の巨木

24 日 外部卓話（青少年奉仕）

に大変驚いていました。また、ライトアップされた桜の真

31 日 親睦旅行に振替え

下での宴会は本当に一時の贅沢で、翌日から徐々に散
り始めたそうです。当日は都合で欠席になってしまいまし



ルパインズ 15,000 円 (4/20 締切)

しをしてくださった真中副委員長には、大変感謝をいたし

・幸手中央 20 周年 5 月 12 日 5:30 受付 ブリランテ

ます。ありがとうございました。
事業がまだまだ残っていいます。明日、今年度 RI 会長の
推進する植樹活動として、各学校へのプランター寄せ植
えの寄贈があります。これは、事業報告を地区へ提出し
なければなりません。皆様には、クラブの事業として写真
撮影をお願い致します。アグリパークに 10 集合ですので、
宜しくお願い致します。集合写真を撮るだけですのですぐ
終わりますが、時間のある方は配達もご協力ください。
そして、4 月 22 日（日）春日部「藤まつり」と合わせて IM
があります。会場は地方庁舎前・さいしん春日部西口支

周年記念参加について
・春日部西 35 周年 6 月 1 日 15:30 受付 浦和ロイヤ

たが、段取りをしてくれた石塚親睦委員長、そして買い出

私の年度もいよいよ残り 3 ヵ月となりましたが、大きな

折原幹事

武蔵野 15,000 円（4/12 締切）


「地区のあゆみⅢ」について
・原稿執筆のお願い（6/30 締切）→ 関口会員



4/22（日）IM について
集 合： 東武動物公園駅 11:00



5/24 青少年奉仕卓話（ローテックス 2 名）



姉妹クラブ締結書について 記念品購入



次年度第 6 グループゴルフ（ホスト）
→10/25 8:49 スタート



東埼玉病院「市民講座」
年間 50,000 円の協賛の確認→ 5/17

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




4/6（金） プランター寄せ植え寄贈

パンダのいる上野動物園の

アグリパーク 10 時集合 ベスト着用

為か半端な数ではなく外国

国際交流協会の第 1 回理事会と理事選出

人が 3～4 割もいるかなと言
うくらい多い。久々に行った

→山崎正行国際奉仕委員長

会員卓話

落合（喜）会員

4 月 4 日昨日が私の結婚記念日で

ので西郷さんにも会ってきた。
相変わらず夏向きの姿でキリッと立っていた。

した。今から 53 年前私が 26 歳と女房

どこもかしこも上天気だったので人出は相当なものだった。

21 歳でした。いつの間にかこんなに

一日中目が疲れるほどでしたが、一番良い満開の桜の

人生を過ごしてきたのかと感じており

花見をしてきました。

ます。若い時は会社を大きくしようと

改めて健康・元気にいることは何よりもの幸福であり宝

いう一念でがむしゃらに頑張って来ま

だと感じます。以前も話したことがありますが、今から 2 年

した。その苦労があってか今は楽しく人生を送るだけを考

前私は、平成 28 年末、丁度アグリパークでクリスマス会

え、会社は息子に任せ女房と楽しくしております。

を開催する時に、親睦で全て段取りは済ませた後病院に

3 月 29 日は東京で重みのある表彰を頂いて参りました。

入院をしてしまった。12 月 10 日～1 月末まで検査続きで

この賞は厚生労働省管轄の国際技能技術振興財団より

入退院を繰り返し結局 1 月末の PET/CT（ガンのみ専門

優れた板金技術者の育成と、ものづくりマイスタージャパ

の検査）でガンが見つかった。肝臓から胆のう、すい臓、

ン「金属屋根の父とも言う多大な貢献」という表彰状を受

十二指腸とつないでいる総胆管のすい臓の直ぐ近くにあ

賞して参りました。これからも全国の板金技術技能者の

る部分に 2 ㎝位のガンが見つかった。これを取らないとあ

ために協力をしていきたいと存じております。

なたは 2 年位の余命ですよと言われました。そんな事で

お正月は息子孫たちと 7 人で最南端の石垣島に行って

早速病院で手術日を取って頂き 2 月 27 日に入院、29 日

来ました。記念に竹富島に船で渡り星の砂とサンゴの破

に 8 時間に亘る大手術を行い、お腹を大きく 20 ㎝・20 ㎝

片を取ってきました。

と L 型に切開され適切しました。ます胆のう、十二指腸、
3 月 29 日（木）はロ

は全て、すい臓は 3/1、総胆管も全てと約 200～250 グラ

ータリーを欠席して東

ムくらい手術受け皿に採られました。もう臓器の無い弱い

京の三大桜の花見を

身体になってしまうのか相当心配致しましたが、今は退

して参りました。久喜

院して 3 月 15 日で満 2 年になりました。あの時と比べ 63

駅前から読売旅行ツ

キロだった体重が今 52 キロと 2 割も軽くなり、足に負担が

アーのバスに乗り、先

かからなくなりすごい元気で毎日を楽しんでおります。会

ずは皇居の花見です。二重橋を左に見て坂下門から入

員の皆さんも自分の身体に何か違和感があったなら一

場、この時警備が厳しく 2 か所に亘りボディチェックを受け

度検査をしてみてください。健康元気が何よりの宝です。

やっと皇居内敷地に入れました。坂下門から乾門までの
750m が春の桜と秋の紅葉に約 7～10 日間ここ 2～3 年前
から観覧できるようになったとの事です。乾門を出てから
は、道を挟んで向こう側にある北の丸公園散歩に行きま
した。しばらく進み武道館を見て、その下のコーヒー店で
休憩し、その奥が度々テレビ天気予報で映る有名な千鳥
ヶ淵で、お堀と満開の桜、ボートが浮かんでそれは素晴
らしい光景でした。次はここも有名な目黒川の桜です。ガ
イドの話ですと、3.5 キロもの長く狭い川両側に桜の木が
あるといいます。桜の花よりも人出の凄いことの方が見
事でした。次は、ここも有名な上野公園の桜です。人出は

会員報告

篠原会員

皆さんご存知かもしれませんが、商店
街の活性化を目指して野口酒屋さんが

出席報告

真中会員
真中会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

43

15

28

0

17

74.42%
74.42%

落語をやっております。毎月杉戸町の

スマイル報告

あちこちで寄席をしており、今回はうち

中野会長
中野会長：
会長： 本日は、理事の皆さんは早くからご苦労様です。

真中会員
真中会員

でやるので是非来てください。

私の会長も残すところあと 3 ヵ月ですが、まだまだ事業も

4 月 14 日（土）18 時からです。落語だけでなくオカリナの

残っていますのでよろしくお願いします。

演奏もあり楽しいひとときを過ごしますので是非来てくだ

折原幹事：
折原幹事： 4/7 から RYLA 研修で秩父に行ってきます。

さい。入場は 1000 円です。

加藤会員：
加藤会員： 先週の夜桜例会は素晴らしく、今でも目に浮か

雑誌紹介

廣井会員

今月は、横の P.31「クラブイノベー

びます。野口さんありがとうございました。また、夜間例会
を満開日にセットした会長にも 1 票！

ション」をご覧ください。アメリカのあ

下津谷会員
下津谷会員：
会員： 野口家の庭での夜間例会は楽しかった。満

るクラブでは、正規の会費は半期で

開のソメイヨシノの傘の下、ライトに浮かぶ花の美しさは

399 ﾄﾞﾙですが、新会員は最初の半

なんともいえず、料理やお酒が一層おいしかった。会長、

期は 99 ﾄﾞﾙ、次の半期は 199 ﾄﾞﾙ、翌

親睦委員長、野口さんそして関係者の皆さんありがとう。

年から正規の会費を払います。また、

また、来年もお願いね。

正規の会費を払っている会員の家族は 199 ﾄﾞﾙで入会で
きます。そして、フレンドシップ会員として普段例会に出席

落合（喜）会員
落合（喜）会員：
会員： 4 月 4 日で結婚 53 年目になりました。これ
からも元気で長生きします。

できない会員はクラブ支援として 249 ﾄﾞﾙで在籍できます。

渡辺（良）会員
渡辺（良）会員：
会員： 結婚誕生の皆様おめでとう御座います。

この新しい取り組みのおかげで消滅しかけたクラブが持

矢島会員
矢島会員：
会員： 落合さん卓話ありがとうございます。

ち直したという話が載っていますのでご一読ください。

栗原会員
栗原会員：
会員： タバコやめて 2 ヶ月たちました。持ち物が少なく

次に、縦の P.4「ダウン症の娘と生きて」をご覧ください。

なって良かったです。

ダウン症の娘が 30 歳を過ぎて一人暮らしを始めたとあり

篠原会員
篠原会員：
会員：宮田会員：
宮田会員：細井会員：渡辺（孝）
会員：細井会員：渡辺（孝）会員：
細井会員：渡辺（孝）会員：

ます。母親はきっとすぐに戻ってくるだろうと考えていまし

真中会員：
真中会員：折原（弥）会員
会員：折原（弥）会員：新井
折原（弥）会員：新井会員
：新井会員

た。しかし、彼女は毎日一人でちゃんとご飯を作って食べ、

本日のスマイル

さらに鉢植えの花を育てていました。近所の商店街はシ
ャッター街でしたが、彼女が買い物をしに来ることから明
るい光が差しました。地域で育てた子を、地域で自立させ
て頂いたと書かれています。こちらも是非ご一読を。

杉戸 RC 植樹活動 ２０１８年４月６日

スマイル本日投入額
スマイル累計額

２３，０
２３，０００円
，０００円
７８８
，０００円
７８
８，０００
円

スマイル目標額
１，３００，０００円
１，３００，０００円
✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

第２４４２回例会 ２０１８年４月１２日
あいさつ運動 （杉戸・第二・第三・高野台、4
（杉戸・第二・第三・高野台、4 校）

第６グループ IM ２０１８年４月２２日
春日部 藤まつり会場

