
   
    

 

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２４６４第２４６４第２４６４第２４６４回例会回例会回例会回例会    ２０１８年９月１３２０１８年９月１３２０１８年９月１３２０１８年９月１３日日日日    

移動移動移動移動例会（アグリパークゆめすぎと）例会（アグリパークゆめすぎと）例会（アグリパークゆめすぎと）例会（アグリパークゆめすぎと）    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                        廣井会長代理    

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                                   野口会員 

会長の時間会長の時間会長の時間会長の時間                                                                            廣井会長代理廣井会長代理廣井会長代理廣井会長代理    

 本日は、仁部会員が議会のため会

長代理を務めさせて頂きます。ガバ

ナー補佐として公式訪問に出席させ

ていただいておりますが、クラブの問

題点として挙げられる議題で、特に

多いのがクラブ内の老荘青のバラン

スです。老に縛られ身動きがとれないクラブ、逆に壮青が

走りすぎていてまとまらないクラブなど様々です。こうして

各クラブの情報を得てみると、当クラブは非常にバランス

が取れていると思います。 

 私は今杉戸中学校の PTA 会長を務めておりますが、ラ

ジオで勉強のできる子というのは、親が勉強しろと言わな

い家庭が多いと言っていました。勉強はやはり自発的に

やってこそ身になるということだそうです。 

 本日は新入会員の卓話がありますので短めのあいさつ

ですが、中川さん、古川さん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                                                                                                                        田中田中田中田中幹事幹事幹事幹事    

� 社会奉仕部門より、西日本豪雨

災害義損金協力のお礼と報告

が届いております。募金総額

3,331,402 円を 9 月第 3 日、7 日

に 2670 地区、第 2690 地区、第

2710 地区へ送金した報告です。    

� 第2670地区ガバナーより、募金のお礼が届いており

ます。「ご帰宅を賜りました義捐金は、被災された

方々の一日も早い生活復興に役立てるよう届けさせ

ていただきます。」と書かれています。    

新入会員卓話新入会員卓話新入会員卓話新入会員卓話                                                            中川中川中川中川定雄定雄定雄定雄会員会員会員会員 

 新人の中川です。初めての卓話と 

いうことで、自己紹介をさせていただ

きます。出生地は 福島県喜多方市

旧塩川町 3 人兄弟の末っ子として生

まれました。小・中学校・工業高校に

進み日本電信電話公社に入社、通信

技師として電話の自動化のため九州を除く全国各地を回

り勤務しました。その技術を生かし埼玉県の交通安全施

設設計会社に入社、県警及び交通管制システムの構築

にかかる仕事を致しました。 

杉戸町に住居を購入後、昭和 63 年 12 月 9 日に有限

会社イー・エス・ピーを設立。平成 13 年に株式会社に変

更致しました。会社の業種は 総合建設業とサービス業、

古物業として社員は現在10名おります。内容は主に交通

安全・防犯・環境施設の設計施工と交通事故の鑑定業務

及び復旧工事です。県警から 特殊事案の後方支援会

社として指定されています。古物商は 交通事故で破損

した積載物及び歴史的建造物の鑑定及び保険会社より

購入と警察関連の部署で 拾得物で保管できないものの

買い入れを行っています。 

私の生まれた故郷、会津は今年で戊辰の役後 150 年

を迎えいろいろなイベントを催しています。会津人として

私も田舎にいるときは、「ならぬことはならぬ」等、会津藩

の什の掟を教えられました。 

実家は今も健在で、系図としては 清和源氏で明智の

系図です。先祖には江戸期に会津藩・朝廷より名前を頂

き、明治に自由民権運動の影の立役者の一人で今でも 

万之丞様と言われている人がいます。 

杉戸町では、第二小と広島中学のＰＴＡ会長を務めま

した。その縁で、故井上直子氏に交通指導員を依頼され 

21年が経ちます。そろそろ交代したいと思っているのです

が毎日の活動のため・・・交代する人が見つけられない状



況です。しばらくは、可愛いい町の宝のため続けようかな

と思っています。 

私は、現在 ボランテイアを商工会で 2 つ 法人会で 2

つ 交通指導員で埼玉県理事を含め 2 つ、他に 

・埼玉県自転車安全教育指導員、 

・杉戸警察署警察官友の会の会計、 

・安全運転管理者協会杉戸第一支部長・ 

・宮代町防犯の町づくり委員会委員と教育講師 

・杉戸警察管内地域安全パトロール隊顧問・ 

・杉戸町福島県人会会長、 

・東京福島県人会会員・芸能福島県人会会員（申請中） 

など、これ以上はできませんとお断りをしています、笑。 

今回、杉戸ロータリークラブに入会させていただいたの

は多くの会員の皆さまからお声がけ頂いたからです。 

昨年には、念願でありました演歌歌手として キングレ

コードよりデビューしました。芸名は、春日道夫と申します。

私の出身地が 福島県会津なので隣町に春日八郎さん

の出身地の会津坂下町があります。春日の芸名は春日

部の北の町なので春日部の部を取り春日にしたと皆様に

は申しています。杉戸町には 春日八郎さんが杉戸音頭

を歌っていますので春日の名前でよかったと思います。 

ＣＤですが両Ａ面で おし

どり峠と母恋磐梯山というタ

イトルです。歌の活動も 茨

城県を中心にほぼ毎週お呼

びいただき頂いています。 

今後の予定ですが、9/16

には境町公民館、9/30 は坂東市ベルフオーレ その他 

水戸市・つくば市・常総市などでのキャンペーンをいたし

ます。杉戸町では、9/29 によさこい祭り・10/6 シルバー祭

り・11/3 産業祭・11/23 第 4 回アグリカラオケ大会（主

催）に出演します。現在、先般はラジオ大阪より電話取材

を受け、関西と中国地方にて放送されました。 

また、ＦＭ川崎でも 6 月～10 月まで スポットにて放送

していただいています。ユーチューブにて 過去全国放送

分と、テレビ埼玉・栃木放送の映像が出ています。 

そんなところではありますが、なかなか例会に出席できま

せんことを ご了解いただき私の卓話といたします。 有

り難うございました。歌手活動に関しましても 応援の程

宜しくお願いします。 

 

会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話                          古川好宏会員古川好宏会員古川好宏会員古川好宏会員 

自己紹介、人を動かすために、自

分の好きな言葉の順にお話をさせて

頂きます。私は昭和 32 年の 61 歳で、

旧庄和町の西親野井で生まれました。

父は会社員でしたが、昔からの農家

で農業もしていました。 

私は勉強が苦手でしたが、体育は

いつも５でした。中学の時に自分の将来について、「得意

なスポーツを活かした仕事に就きたい」と思い体育教師

になると決めました。しかし、大学を出て中学校の採用試

験を受けましたが、見事 2 回落ちました。そこで幅広い採

用をしている小学校の採用試験を受け合格し、初めての

赴任先が杉戸第三小学校でした。その時、6 年生に折原

正昭君がおりました。彼は、サッカー少年で非常に運動

が得意でした。 

せっかく第三小学校に赴任したのですが、どうしても部

活動がやりたくて校長先生に部活動のある学校に異動さ

せてほしいと頼みましたら、庄和町の葛飾中学校に世話

をしてくれました。実は私は大変短気でして、最初の 1 年

間は大人しくしていましたが、当時荒れた中学校だったの

で、2年目からはすぐ生徒の胸ぐらをつかみ生活指導をし

ていました。そして、ついたあだ名が「土佐犬」です、笑。

しかし、当時の私の指導について議会で問題になり、教

育長と校長がきちんとした生活指導のうえの行為ですと

説明しに行くという事態になりました。 

そして、杉戸町教育委員会からお誘いがありまして、8

年間杉戸町の体育祭、マラソン大会、駅伝競走など、杉

戸町の社会体育を広げる仕事をさせて頂きました。その

後、埼玉県教育委員会の保健体育課で 2 年間お世話に

なり、その時は埼玉で行われた国民体育大会で、バック

スタンドの下でお弁当配りをしていました。 

その後は、三郷市の前川中学校に教頭として赴任致し

ました。当時、この学校は大変荒れていて新聞沙汰にな

るほどの悪さでした。県の教育委員会は、きっと私が行け

ば何とかなると思ったのでしょう、私は赴任し体張って指

導を致しました。すると何とかなるもので、特徴のある子

とは上手く分かり合え無事卒業させることができました。

そして当時の杉戸町教育長に声をかけて頂き、東中学校

に 5 年、杉戸中学校に 4 年校長として勤務をし今年の 3

月 31 日に定年退職をすることとなりました。 



私の教師生活 28 年間のうち 21 年間は杉戸町です。そ

の中で、3 年間、新井商工会会長の息子さんの担任を務

めました。今、こうしてアグリパークでお世話になっている

のもご縁があってのことで大変嬉しく思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、お配りしました資料をご覧ください。「やる輪出来

る輪の法則」と「やらない輪できない輪」の法則がありま

す。このスパイラルのスタートは一か所しかありません、

それは『やる』だけです。私は社員にも同じことを言ってお

ります。まずは『やる』から始めないと何も変わりません。 

この『やる』にスポットを当てると、私が中学校の校長

のときに色々な文献を読みましたが、連合艦隊司令長官

の山本五十六の「やってみせ、言って聞かせて、させてみ

せ、ほめてやらねば、人は動かじ」という名言を見つけま

した。褒めるというのが大事なんですね。学校というのは、

よく経営と言われます。校長が、良くするためにどのよう

な手立てをするかが問われるようになっています。社員も

生徒も同じで、やって失敗したことを責めてはいけません。

そこから何かを学び取ればいいと言っています。 

自分の好きな言葉は、宮本武蔵の五輪の書にある「我

以外皆師なり」です。これは、吉川栄治さんがよく使った

言葉ですが大好きな言葉です。私は自然界のすべてが

師だと思っています。私はいつも歩き回っていますが、外

にある大木でさえこの地に我慢強く何年も生きている師

であると思っています。これから皆様からも色々な面でお

世話になることと思います。今後ともどうぞよろしくお願い

致します。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           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    21212121    21212121    0000    11110000    73.8173.8173.8173.81%%%%    

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（正折原（正折原（正折原（正））））会員会員会員会員    

廣井廣井廣井廣井会長会長会長会長代理代理代理代理：：：：中川、古川会員卓話ありがとうございます。 

田中幹事田中幹事田中幹事田中幹事：：：：    中川、古川会員、卓話ありがとうございます。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    アグリパーク古川社長お世話になります。月 1

回位の例会もあっていいですね。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    先週末高校の同窓会でした。2 日前に幹事が

出張先の北海道で地震難民になりました。何と、千歳から

函館までタクシーを飛ばし、新幹線に乗り継ぎ間に合いま

した。あっぱれ！幹事魂。 

戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員：：：：    北海道での地震での災害について小柳会員

から話を伺いました。私たちにできる事、地方の方の要望

にそって支援していきたいですよね。阿平町は母の出身

地です。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    今日の昼食すごいボリューム若さが欲しい。 

深瀬深瀬深瀬深瀬会員会員会員会員：：：：    中川、古川会員、卓話ありがとうございます。 

古川会員古川会員古川会員古川会員：：：：    本日は、アグリパークゆめすぎとをご利用頂き

誠にありがとうございました。寒暖の差が大きい、今日こ

の頃、会員の皆様にはお体に十分気を付けてください。 

武井武井武井武井会員会員会員会員：：：：    アグリパークの例会場大変良好です。 

折原（正）折原（正）折原（正）折原（正）会員会員会員会員：：：：    たまにはアグリもいいですね。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    大坂なおみのお母さんが、戸賀崎さんに見えた

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：：：：    ようやく帯状疱疹が峠を越し、酒が旨く感じるよ

うになって来ました。 

中川会員中川会員中川会員中川会員：：：：    新人卓話とのことで緊張しています。 

新井新井新井新井会員会員会員会員：：：：    古川さん、会場をお貸しいただきありがとうござ

います。 

折原折原折原折原（弥）会員：舟越（弥）会員：舟越（弥）会員：舟越（弥）会員：舟越会員会員会員会員：真中会員：真中会員：真中会員：真中会員：馬場会員：：馬場会員：：馬場会員：：馬場会員：    

中野会員：細井会員：野口会員：小柳会員：石塚会員中野会員：細井会員：野口会員：小柳会員：石塚会員中野会員：細井会員：野口会員：小柳会員：石塚会員中野会員：細井会員：野口会員：小柳会員：石塚会員    

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 ２７２７２７２７，０，０，０，０００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 ３２０３２０３２０３２０，０００，０００，０００，０００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✽✽✽ 



 

 
２０１８・７．１～２０１９．６．３０ 杉戸ロータリークラブ　平成30年7月1日

2017-18
実績

2018-19
予算案

摘　　要（2018-19年度）

0 0 繰り越金（昨年度の残金576,234円は定期預金へ）

12,051,620 11,631,620 28万X41、16万X1  (自動決済サービス手数料￥8380差引 4名）

30,000 30,000 中川定雄

37,500 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

22 0

12,119,142 11,661,620

2017-18
実績

2018-19
予算案

摘　　要（2018-19年度）

クラブ奉仕 642,856 650,000 公式訪問、例会場・駐車場お礼、卓話御礼、他

プログラム・R情報 0 0

会報・雑誌 351,239 360,000 週報、ロータリー友、用紙・インク、ホームページ管理、他

会員増強・退会防止 0 0

親睦 1,162,046 1,000,000 親睦会、結婚誕生祝、親睦旅行、親睦ゴルフ、他

出席 871,000 900,000 地区大会、IM登録料、セミナー登録料一括払、地区協登録料、他

小計 3,027,141 2,910,000

職業奉仕 0 0

社会奉仕 503,396 400,000 流灯まつり、夏祭、市民講座、すぎスポ、障害者、あぐり花火、小中皆勤賞他

国際奉仕 433,457 5,000 国際交流協会

青少年奉仕 35,000 820,000 青少年交換費用、ライラ研修、※青少年交換地区補助金あり

特別事業費 453,331 500,000 杉戸町音楽祭、机椅子寄贈、ベンチ作成、※1400ﾄﾞﾙ地区補助金あり

小計 1,425,184 1,725,000

ロータリー財団 981,363 1,000,000 200$X45 ＠110

米山記念奨学会 958,000 1,000,000 20,000円X45、米山感謝の集い、入学式、修了式

小計 1,939,363 2,000,000

地区分担金 1,252,500 1,176,000 \28,000X42

ＲＩ人頭分担金 303,603 263,340 57$X42 ＠110

米山普通寄付 225,000 210,000 米山普通寄付金\5000x42

特別分担金 45,000 42,000 \1000X42

小計 1,826,103 1,691,340

例会費 1,498,119 1,300,000 例会弁当、お茶代、夜間例会飲食費、合同例会、他

会長幹事会費 276,000 360,000 会長・幹事会・ガバナー補佐・補佐幹事（8回） エレクト会（2回）

小計 1,774,119 1,660,000

事務用品費 40,967 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 53,720 55,000 年度計画書作成費、製本表紙代、他

通信費 207,943 210,000 電話代・FAX、インターネット、郵便、他

人件費 960,000 960,000 事務局

慶弔費 138,620 100,000 結婚、香典、花輪、他

支払手数料 13,932 20,000 振込手数料

事務所費 135,816 130,000 リース料金（コピー機、レーザープリンター）、トナー交換

予備費 0 150,280

小計 1,550,998 1,675,280

11,542,908 11,661,620

576,234 0 ※次年度繰越金（定期預金口座へ）

2018-19年度予算（案）
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