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✽中野会長・折原幹事 1年間お疲れ様でした✽ 

7777 月結婚祝月結婚祝月結婚祝月結婚祝                                                                    折原折原折原折原親睦委員長親睦委員長親睦委員長親睦委員長 

長岡成郎（8 日）  

五十嵐貴博（18 日）    

7777 月誕生祝月誕生祝月誕生祝月誕生祝                                             

小林朝美（9 日）山崎能央（13 日） 

下津谷忠（22 日）  

五十嵐貴博(25 日)  

石塚幹正（31 日） 

 

新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介新入会員紹介 

古川好宏（ふるかわよしひろ）会員 

㈲アグリパークゆめすぎと 

小林朝美会員の引継ぎで入会 

昨年までは杉戸中学校の校長先生 

7 月 2 日付で入会致しました 

宜しくお願い致します。 

 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                         仁部仁部仁部仁部会長会長会長会長    

 7 月 2 日に行われた、2018 FIFA ワールドカップ ロシア

決勝トーナメント 1 回戦で、日本代表

はベルギー代表に 2－3 と逆転負け

をしました。史上初のベスト 8 進出を

果たすことが出来ませんでしたが、

選手 23 名に加え予選等に関わった

全ての選手、2 ヶ月前に就任した西

野監督の元にスタッフが集結して、一丸となって素晴らし

い試合を見せてくれました。本当に彼らを誇りに思います。

現地へ応援に行ったり、渋谷の交差点でさわいだり、熱

い応援をした日本のサポーター、報道してくれた皆様にも

感謝したいと思います。 

 また、7 月 2 日に落語家の桂歌丸さんが亡くなりました。

その報道で初めて、私と同じ 8 月 14 日が誕生日だと知り

ました。私はご存じの通りお寺の長男として生まれました

が、なぜお盆の8月14日に生まれたのか、未だに親には

聞いていません（笑）。しかし、お寺の長男としてお盆に生

まれたのも運命だったのかと思います。 

 上原寺は、うちの近所の上原家から出た上原ますという

女性が東京へ行って信仰をし、

事業を興しして財をなしてその信

仰のシンボルを地元に建立した

ことから上原寺といいます。彼女

は田中屋という吉原で遊郭を経営していました。そこで女

性たちの水子さんの供養などをしていました。今でもお寺

の什器に仏飯を乗せる真鍮の入れ物がありますが、そこ

には遊郭の源氏名が書いてありまして深甚のお寺でした。

栄えたのは家の親父が小学校のときまでで、膨大な土地

でご祈祷を主としたお寺でした。しかし、戦争で土地は国

に納め貧乏寺になってしまいました。お寺だけでは食べ

ていけないので、両親は教員になり、お寺の管理人とし

て 10 件の檀家でやってまいりました。 

近くに大きなお寺がありますので、ご近所の方は信仰



で星祭り（旧暦の元旦や、立春、冬至などに行われる仏

教の儀式で、災害や個人の災いを除くもの）や、お会式

（宗祖等の命日にあわせて行われる大法会であるなど寺

の祭り）としてお参りを頂いていたお寺でした。子どもの頃

は、自分の家がお寺だという認識はなく、ただ家の建物

が大きいのだと思っておりました。檀家さんも 10 件ほどで

したので子どもの頃はお葬式をしているのを見たことがあ

りませんでした。 

 私はお寺の長男でしたが、小中学校では剣道と野球に

明け暮れていました。剣道では杉戸町で優勝をして剣道

の先生におまえは剣道で高校、大学に行き将来は警察

官になりなさいと言われていましたが、自分は、野球で高

校へ行き、プロ野球選手になっていい車に乗るんだと思

っていました（笑）。 

 私の通った学校は、春日部工業高校ですが、両親は 2

人とも教師なので、春日部高校に進学すると思っていた

そうです。私は野球をしたかったので当時強かった春日

部工業で 3 年間野球をし、プロにならなかったらお寺を継

ぐという約束で春日部工業建築科へ進学しました。説明

会に 200 名、そのうち 80 名が野球部希望でした。しかし、

翌日からの練習で入学式の時には 50 名に減っていまし

た。練習が厳しくなると、夏の合宿の後とうとう建築科で

は野球部は私一人になってしまいました。練習は厳しく一

日中バットを握っていると、手が震えて授業で図面を引く

ことができませんでした。 

  高校 2 年のとき、ショートでレギュラーになりました。夏

の大会で勝てば甲子園というところ、惜しくも秋の大会の

方で優勝し、関東大会で準々決勝まで行きました。秋の

大会で優秀選手に選ばれましたが、残念ながらプロのス

カウトからは声をかけられませんでした（笑）。進路は、大

学野球をやりたかったので夏にセレクションを受けました。

「都の西北」と言うのにあこがれ、早稲田大学のセレクシ

ョンを受けたら受かってしまいました。私は、走るのが速く

遠投が飛びぬけており 120m ありました。キャッチャーの

所から投げてバックスクリーンまで届いたのは私一人でし

た。しかし、春日部工業は英語の教科書が一つしかなく

早稲田の自然科学部に入るのには単位が足りません。1

年浪人して単位を取得しないと入学できないということで、

日蓮宗の立正大学に進学しました。※お寺の修行から議

員になるまではまた後日ということになりました。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        田中田中田中田中幹事幹事幹事幹事    

� 青少年奉仕部門より、平成30年7月22日（日）15:00

～ふれあいキューブ 4F にて開催

される、第 1 回青少年交換受入関

係者会議の案内が届いておりま

す。    

� 青少年奉仕部門より、平成 30 年

11 月に実施される「自分発見高

校生感動体験プログラム」への協力依頼が届いてお

ります。（岩槻北稜高校、上尾橘高校）    

理事会報告理事会報告理事会報告理事会報告                         田中田中田中田中幹事幹事幹事幹事    

8 月例会予定 

2 日 8/5 流灯まつりに振替え 

9 日 結婚誕生祝、雑誌紹介、理事会 

16 日 お盆休み 

23 日 卓話（会員増強）地区依頼 

30 日 夜間例会（大吉）18:30 

� 退会者・新入会員について 

中川定雄（なかがわさだお）7 月 5 日付入会 

古川好宏（ふるかわよしひろ）7 月 2 日付入会 

篠原達幸（退会）山崎正行（退会）小林朝美（退職） 

� 地区補助金の申請について 

・杉戸町で新築した杉戸宿イベント施設に備品寄贈

理由→施設内に備品がない 

場所→杉戸宿魅力発信拠点 

内容→机、椅子の寄贈 

実施日→2018 年 8 月～12 月 

恩恵を受ける人→杉戸町民 

� その他 

・8/5 流灯まつりについて 募金活動タイトル（未定） 

招待客 P ガバナー 

・7/12 富岡 RC 渡邉正義様、田中様 来訪打診あり 

→承認 

・7/26 春日部南 RC 臼井俊英会長 三藤俊也幹事 

 来訪打診あり→承認 

・8/24 凸版ビールまつり 

・8/18 深瀬心羽さん 成田 10:50 発 ANA    

・8/18 受入留学生来日 成田 8:20 着（エアフランス） 

  →送迎人員は要検討 

 

雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介                              渋谷渋谷渋谷渋谷会員会員会員会員 



 今年度、会報雑誌委員長を務めることになりました。一

年間宜しくお願い致します。皆様、ロ

ータリーの三大義務をご存じでしょう

か？それは、会費と例会出席とロータ

リーの友の購読です。意外と知られて

いませんね（笑）。7 月号の雑誌紹介

は、まず P.3 ロータリーの友委員会委

員長による「ロータリー地域雑誌である『友』誌の役割に

ついてご紹介致します。この雑誌の役割は、RI 会長メッセ

ージや海外の優れた奉仕の実例、RI からの重要なメッセ

ージを効果的に報道し、また地域のクラブの奉仕活動や

情報を伝達し、ロータリーの奉仕とロータリアンの心を活

性化し豊にすることなのだそうです。私もロータリーに入

って 13 年経ちますが、『友』がこのように位置づけされて

いるとは初めて知りました。 

 次に、P.7「RI 会長メッセージ」をご覧ください。「船を造り

たいなら、木を集めたり、木を切ったり、任務を割り振る

のではなく、果てしなく続く広大な海への切望の心を培う

ことから始めなさい」とうフランス人の作家の言葉を引用

して、今年度のテーマを選んだ理由が語られています。

是非ご一読を。 

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    

44442222    30303030    12121212    0000    11110000    95.295.295.295.20000%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                           落合落合落合落合会員会員会員会員    

仁部会長仁部会長仁部会長仁部会長：：：：田中幹事田中幹事田中幹事田中幹事：：：：    １年間宜しくお願い申し上げます。 

古川会員古川会員古川会員古川会員：：：：    本日から宜しくお願いします。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    会長幹事さんご苦労かけます。細井さん夏

の温泉まつりにご参加ありがとうございます。 

        本日、ドアマン中、当銀行支店長より、駐車場がロータ

リアンで満車なのは営業上困ると苦情を言われました。

出来る限り駐車しないよう注意しましょう。 

井上井上井上井上会員会員会員会員：：：：    会長幹事宜しくお願い致します。 

廣井廣井廣井廣井会員会員会員会員：：：：    古川先生、歓迎致します。仁部会長、田中幹事、

一年間宜しくお願い致します。また、一年間杉戸 RC メン

バー全ての方にご協力をお願いすると思います。宜しくお

願い致します。 

小柳小柳小柳小柳会員会員会員会員：：：：    新会長、頑張ってください。 

渡辺（良）会員渡辺（良）会員渡辺（良）会員渡辺（良）会員：：：：    新しい年度が始まりました。仁部様田中様

宜しくお願いします。 

落合（喜落合（喜落合（喜落合（喜））））会員会員会員会員：：：：    台風が全国を飛び廻り各地で困ってます

よネ。私も台風みたいにきらわれないよう心掛けよう。仁

部年度今後ともよろしくお願いします。81 才を 

長岡長岡長岡長岡会員会員会員会員：：：：    会長幹事さん 1 年間ご苦労様頑張って下さい。 

武井武井武井武井会員会員会員会員：：：：    新年度仁部会長、田中幹事思う存分ご活躍し

てください。 

野口野口野口野口会員会員会員会員：：：：    中野会長お疲れ様でした。仁部新会長、宜しく

お願いします。 

渋谷会員渋谷会員渋谷会員渋谷会員：：：：    仁部会長、田中幹事、1 年間宜しくお願い致し

ます。 

古谷古谷古谷古谷会員会員会員会員：：：：    新年度会長おめでとうございます。宜しくお願

いします。    

古谷（松）古谷（松）古谷（松）古谷（松）会員会員会員会員：：：：    仁部年度頑張ってください。古川会員入会

おめでとうございます。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    仁部・田中年度スタート、息切れせずに一年間

全うしてください。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    新年度、私にとっては 5 年目が始まりました。渡

孝会長、廣井会長、渋谷会長、石井会長、そして中野会

長、それぞれ色がありました。仁部カラーがどんな色にな

るか楽しみです。 

細井細井細井細井会員：会員：会員：会員： 仁部会長がんばってください。 

矢島矢島矢島矢島会員：会員：会員：会員：    仁部会長、田中幹事 1 年宜しくお願いします。 

大作会員：大作会員：大作会員：大作会員：    仁部会長、田中幹事、宜しくお願いします。中

野会長、折原幹事、1 年間有難うございました。中野年度

新入会員としてこれからも宜しくお願いします。 

折原（正）会員：折原（正）会員：折原（正）会員：折原（正）会員：    昨年度は大変お世話になりました。仁部

会長、田中幹事、1 年間宜しくお願いします。 

中野会員：中野会員：中野会員：中野会員：    先週の親睦ゴルフ・夜間例会に多くのご参加有

難うございました。仁部会長、田中幹事、1 年間宜しくお願

いします。 

栗原会員：栗原会員：栗原会員：栗原会員：    仁部年度は 50 周年に向けてのスタート年度だ

と思います。このまま出席率向上に向けて頑張りましょう。

7/22「水曜どうでしょう」のイベントではハイボールを販売

します。折原君が。宜しくお願いします。 

真中真中真中真中会員：会員：会員：会員：    仁部会長 1 年間よろしく。 

馬場馬場馬場馬場会員会員会員会員：：：：五十嵐会員：舟越五十嵐会員：舟越五十嵐会員：舟越五十嵐会員：舟越会員会員会員会員：折原会員：宮田会員：折原会員：宮田会員：折原会員：宮田会員：折原会員：宮田会員    

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 ４７４７４７４７，０，０，０，０００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 ４７４７４７４７，０００，０００，０００，０００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    １，５１，５１，５１，５００，０００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２４５５回例会第２４５５回例会第２４５５回例会第２４５５回例会    ２０１８年７月１２日２０１８年７月１２日２０１８年７月１２日２０１８年７月１２日    
ガバナー公式訪問ガバナー公式訪問ガバナー公式訪問ガバナー公式訪問リハーサルリハーサルリハーサルリハーサル    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                         仁部会長    

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                    中野会員 

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介      富岡ロータリークラブ 渡辺 正義様 

田中 美奈子様 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                         仁部仁部仁部仁部会長会長会長会長    

 まずは、西日本豪雨で亡くなられた方のご冥福をお祈り

したいと思います。西日本を襲ったこ

の記録的豪雨で、広島、岡山の両県

を中心に捜索と救助活動が続いてい

ます。4 年前甚大な被害をもたらした

広島の豪雨で、私の後輩の寺の本堂

が流されました。昔から、この地域は

土砂崩れが発生しやすく、危険を意

味する土地の名称が付き蛇の通り道と言われていたそう

です。しかし、高度経済成長でベッドタウンにするため不

動産を売るのに地名を変更したそうです。これが悲劇とな

りました。私の後輩の寺では、新しく本堂を敷地に建てた

ばかりでしたが、新しい方が流され結局古い本堂が残り

ました。それも永い歴史のなかでの教訓だったのでしょ

う。 

 いまも連日、復旧の様子が報じられている広島や愛媛、

岡山ですが豪雨の直撃を受ける一日前、北部九州の広

いエリアに大雨特別警報が発令されており、すでに重大

な災害が起きているという状態だったが、多くの人が「避

難」という選択肢を取っていなかったとニュースで伝えら

れています。「雨がすごい」ことは認めつつも、「避難する

までもない」と判断してしまった。住民にとっては、特別警

報の意味も、緊急の避難指示の意味も、正しく理解でき

ている人はほとんどいなかったとしか思えない。もっと、

切羽詰まった言い方、普段と違う強い表現を用いていた

ら・・・と思わざるを得ない。私たちはこの教訓を学ばなけ

ればならないでしょう。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        田中幹事田中幹事田中幹事田中幹事    

� 平成 30 年 10 月 15 日（月）プレステージ CC 開催の

地区大会記念ゴルフの案内が届いております。 

� 7日事務局研修会にて、マイロータリーの登録100％、

クラブ内の運営や主導は事務局ではなく会員で行う

ようにと要請がありました。 

お客様お客様お客様お客様挨拶挨拶挨拶挨拶                    富岡ロータリークラブ富岡ロータリークラブ富岡ロータリークラブ富岡ロータリークラブ    渡邉正義様渡邉正義様渡邉正義様渡邉正義様    

本日は例会の貴重なお時

間を頂きありがとうございま

す。震災当時は、田中美奈

子会員と私が会長幹事でし

た。3 月 11 日の震災後 5 月

25 日に初めて例会を行いました。それからは、それぞれ

に避難をしておりましたので月に 1 回の例会となりました。

一昨年より月 2 回の例会となりました。富岡は、昨年 4 月

1 日に、帰還困難区域を除いて避難指示が解除され、ふ

るさとの地で復興事業に取り組んでいます。今後ともよろ

しくお願い致します。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           折原折原折原折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    

42424242    11116666    26262626    0000    11112222    66.6666.6666.6666.66%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                           折原折原折原折原会員会員会員会員    

田中美奈子様・渡辺正義様田中美奈子様・渡辺正義様田中美奈子様・渡辺正義様田中美奈子様・渡辺正義様：：：：    再会を祈念して。 

仁部会長仁部会長仁部会長仁部会長：：：：    富岡 RC 渡邉・田中様ようこそいらっしゃいまし

た。友好締結に向けて宜しくご指導お願い致します。 

田中田中田中田中会員会員会員会員：：：：    渡邉・田中様遠方からありがとうございます。 

中野会員中野会員中野会員中野会員：：：：    仁部年度 3 回目で公式訪問は早いですね。来

週はガバナーに気持ちよく帰ってもらいましょう。今日は

早めにドローンします。 

武井会員武井会員武井会員武井会員：：：：    渡辺・田中様ようこそいらっしゃいました。 

渡辺孝会員渡辺孝会員渡辺孝会員渡辺孝会員：：：：    富岡 RC の渡邉様、田中様ようこそ！ 

加藤会員加藤会員加藤会員加藤会員：：：：    3 年前の公式訪問で井原 Gがアメリカの AI株を

買うことを薦めました。私はすぐ買いました。2年経って2.5

倍になりました。ガバナーの話はよく聞きましょう！ 

栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員：：：：    工事の完成検査があるので早退します。4 年前

杉農の大木校長が来て「不良がいるから使ってくれ」と言

われ新卒で雇った子が現場監督として初めての完成工事

となりました。大木さんと例会で知り合って良かったです。 

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    富岡の皆様ようこそ。駐車場には頭が痛い

ですね。健康のため自転車やウォーキングも一考です。 

細井細井細井細井会員会員会員会員：深瀬：深瀬：深瀬：深瀬会員会員会員会員：矢島：矢島：矢島：矢島会員会員会員会員：馬場：馬場：馬場：馬場会員会員会員会員：舟越：舟越：舟越：舟越会員会員会員会員    

折原折原折原折原（（（（弥弥弥弥））））：真中会員：：真中会員：：真中会員：：真中会員：    お客様ようこそ。暑いですね。    

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 ４０，０４０，０４０，０４０，０００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 ８７，０００８７，０００８７，０００８７，０００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    １，５１，５１，５１，５００，０００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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