
   
    

 

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 
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ROTARY： BE THE INSPIRATION  

 

会長会長会長会長    仁部仁部仁部仁部    前崇前崇前崇前崇        幹事幹事幹事幹事    田中田中田中田中    昌夫昌夫昌夫昌夫 
http://www.sugito.club 

第２４７１第２４７１第２４７１第２４７１回例会回例会回例会回例会    ２０１８年１１月１２０１８年１１月１２０１８年１１月１２０１８年１１月１日日日日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                                    仁部会長    

君が代・ロータリーソング君が代・ロータリーソング君が代・ロータリーソング君が代・ロータリーソング             奉仕の理想 

四つのテスト唱和四つのテスト唱和四つのテスト唱和四つのテスト唱和                       中野会員 

11111111 月結婚祝月結婚祝月結婚祝月結婚祝                                                                折原親睦委員長折原親睦委員長折原親睦委員長折原親睦委員長 

深瀬英太郎（3 日） 古谷松雄（10 日）  

下津谷忠男（17 日） 

大作貴洋（28 日） 

11111111 月誕生祝月誕生祝月誕生祝月誕生祝                                             

真中博克（5 日） 舟越芳朗（10 日）  

高橋佑輔（14 日） 栗原偉憲（17 日） 関口博正（19 日） 

渋谷忠明（19 日） 宮田雄一（26 日） 

会長の時間会長の時間会長の時間会長の時間                                                                                        仁部会長仁部会長仁部会長仁部会長    

 先週のグループゴルフは皆様のご協

力で無事にホストクラブの務めを果たせ

ました。更に杉戸 RC が優勝することが

でき会長としては嬉しい限りです。また

折原実行委員長には先ほど会計報告

があり予算どおり執行されましたことご報告致します。 

 そして本日、長年使用していたコピー機が新しいレーザ

ープリンター複合機に代替え致しました。皆様にはご不

便をおかけしておりましたが今後はキレイなコピーがとれ

ますのでご安心ください。 

 今日は11月1日ですが、何の日かご存じでしょうか？調

べてみますとたくさんありました。本格焼酎の日、泡盛の

日、おすしの日、自衛隊記念日、計量記念日など・・・ごろ

合わせでもなんでもないのですがこの多さに驚きました。

興味がありましたら皆様も調べてみてください。 

日蓮宗では、11月1日から2月10日まで壱百日の間、

千葉県市川市大本山中山法華経寺において日蓮宗の荒

行が行われております。日蓮宗ではこの修行を終えた者

にのみ「祈祷」の秘法が相伝されます。今年も 94 名の入

行僧が、本日の 3 時頃門をくぐり下界から遮断され修行

に入ります。荒行僧の 1 日は早朝 2 時に起床し朝 3 時、1

番の水行から午後 11 時までの 3 時間おき 7 回の寒水に

身を清める｢水行」と読経三昧です。 

杉戸町の広報誌が 2 色刷りからフルカラーになったの

はご存じでしょうか？杉戸町でも皆様に読んで頂けるよう

に考えております。ところで、杉戸町で一番初めに人が住

み始めたのは何処だかご存じでしょうか？縄文時代の遺

跡の発掘から我が泉地区に多くの人が住んでいたことが

分かりました。 

杉戸町の町章はワシですが、意外と最

近の話で、平成 2 年 4 月 1 日制定されま

した。その由来は杉戸町の地形がワシ

に似ていることから、デザインされたも

のです。ワシの目には、埼玉県の県章であるマガ玉を

あしらい、町の木でもある杉の木をかかえ、杉戸町が

未来に向かってはばたく躍動感を表現しています。 

※杉戸町の町の花、町の木、杉戸町の地図上の位置

（東経北緯）人口移行の経緯、今後の杉戸町のことにつ

いてお話して頂きました。 

ガバナーメッセージガバナーメッセージガバナーメッセージガバナーメッセージ 1111１１１１月号月号月号月号上映上映上映上映                                                                                    

今月号のガバナーメッセージを上映致しました。 

地区大会情報と地区補助金についてお話がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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    

� 11 月 12 日地区大会においてクラ

ブ登録の際に会員数分のプログラ

ム・トートバッグを渡します。    

� 地区大会のクラブ紹介で、青少年

交換留学生・米山奨学生も登壇す

る旨を学生にお伝え下さいと連絡が来ています。    

� 2017-18 年度子青少年交換派遣生帰国報告会をソ

ニックシティ小ホールで 9 時より行いますのでお越し

くださいと連絡が届いております。    

理事会報告理事会報告理事会報告理事会報告                     戸賀崎エレクト戸賀崎エレクト戸賀崎エレクト戸賀崎エレクト    

12 月例会予定 

 12 月 

6 日 結婚誕生祝・雑誌紹介・理事会 

13 日 クリスマス例会 

20 日 年次総会・上半期実績報告 

27 日 休会（年末年始） 

� クリスマス例会について 

サブタイトル：大人のクリスマス 

12 月 13 日(木) 17:30～受付 18:00 開会 20:30 閉会 

（19:30～ショータイム） 

「ヴォイスバー ジェイ」 大宮駅 徒歩 3 分 

登録料：7,000 円  ビンゴゲーム・ものまねショー・ 

食事（パーティメニュー）・飲み放題 

� 地区大会について 

11/10出席義務者：会長・幹事・会長エレクト・次年度

幹事・5 大奉仕委員長・地区役員 

11/11 全会員登録済み・懇親会   

クラブ紹介 14:20 頃 今年度は全会員が登壇 

   →仁部会長欠席につき、中野直前会長が代理 

集合時間： 東武動物公園駅改札 11:00  

� その他 

11/15 卓話 財団資金推進委員長 早船様 

第 6 グループチャリティゴルフ決算報告 

交換留学生報告交換留学生報告交換留学生報告交換留学生報告                                            ナスチャ・ハーズナスチャ・ハーズナスチャ・ハーズナスチャ・ハーズ 

 皆さんこんにちは。私はナス

チャ、18 歳です。今日はベル

ギーの紹介と今までの行事

について PP 作って来たので

見てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑誌雑誌雑誌雑誌紹介紹介紹介紹介                              渋谷会員渋谷会員渋谷会員渋谷会員 

P.3 RI 会長メッセージをご覧ください。

彼が入会6 年目、国際大会に初めて参

加した時のことが書かれています。ロ

ータリーに対する見方、ロータリーが私

のためにできること、私がロータリーを

通じてできることについて考え方がすっかり変わったと言

っています。そしてその時受けたインスピレーションが今

でもずっと残っています。そして国際大会に参加するたび

に新たなインスピレーションを感じると書かれています。 

次に P.8～9 の「ロータリー財団管理委員会は今」をご

覧ください。浦和東RC北 清治R財団管理委員が地区補

助金、グローバル補助金について改めて分かりやすく説

明をしています。是非ご一読を。 

次に P.18～27「ポリオ撲滅までのガイド」をご覧ください。

ポリオウイルスの最新状況等が図解されてさらに分かり

やすく書かれています。ポリオ募金をしている以上、ポリ

オについて聞かれることもあるかもしれませんので、これ

を機会に是非勉強してみてください。 



縦欄の P.19 をご覧ください。栗原会員が投稿した「15

回目の夏、富士登山そしてご来光」が載っております。15

年続いている第 2770 地区富士登山同好会による登山が

今年 7 月 30 日～31 日に行われその様子が書かれてい

ます。是非読んでみてください。 

P.4 社会奉仕セミナーの講演要旨「児童虐待の事実」

大変重たいテーマですが是非読んでみてください。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                       折原（正）会折原（正）会折原（正）会折原（正）会員員員員    

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    20202020    22222222    0000    11112222    76767676....19191919%%%%    

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    

仁部会長仁部会長仁部会長仁部会長：：：：    本日はナスチャご苦労様。日本もこれから寒く

なるので好き嫌いしないで沢山食べて下さい。尚、本日

11/1 はキティちゃんの誕生日だそうです。何歳なのか？ 

田中幹事田中幹事田中幹事田中幹事：：：：    渋谷会員、雑誌紹介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：：：：    本日、朝、杉戸小学校 3 年生 15 人が社会勉強

で当社を訪れて色々な質問をして帰りました。 

折原（正）会員：折原（正）会員：折原（正）会員：折原（正）会員： 渋谷様雑誌紹介ありがとうございました。 

落合（喜）会員：落合（喜）会員：落合（喜）会員：落合（喜）会員： もう 11 月ですネ。カレンダーが 1 枚しか残

らない。歳を取りたくないのに。あと何年何千日生きられ

るかナー。毎日元気でいなくてはネ。    

戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員：：：：    今日から 11 月ですね。ナスチャ、発表ありが

とう。日本語上手になりましたネ。次のレベルを目指して

頑張りましょう!!  

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    ゴルフのグループ優勝並びに加藤さんの準

優勝おめでとうございます。小生トシを理由にお手伝いせ

ず申し訳ありませんでした。 

深瀬深瀬深瀬深瀬会員会員会員会員：：：：    渋谷会員、雑誌紹介ご苦労さまです。ナスチ

ャ・ハーズありがとう。良かったよ。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    大学時代の寮の同窓会で金沢へ行って来まし

た。44 年振りの同期達はどう見ても爺さんでしたが、酒が

入ると皆 20 代の若者に見えました。 

武井武井武井武井会員会員会員会員：：：：    先日の G ゴルフ団体優勝おめでとうございます。

雑誌紹介、渋谷会員、ご苦労様です。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    ハロウィーンという行事に乗じてあばれる若者、

ゴミを投げる若者をどうか神様成敗してください。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    ナスチャ今日は元気ですか。 

宮田会員宮田会員宮田会員宮田会員：：：：    グループゴルフお疲れ様でした。今月は杉戸町

音楽祭があります。皆様のご協力お願い致します。 

渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）会員会員会員会員：：：：    昨日の渋谷での混乱、私の頭では理解で

きませんでした。 

渋谷渋谷渋谷渋谷会員会員会員会員：：：：    グループゴルフお疲れ様でした。 

折原折原折原折原（弥）会員：（弥）会員：（弥）会員：（弥）会員：真中真中真中真中会員：会員：会員：会員：細井細井細井細井会員会員会員会員：：：：渡辺（嘉）渡辺（嘉）渡辺（嘉）渡辺（嘉）会員：会員：会員：会員：    

中野中野中野中野会員：廣井会員：会員：廣井会員：会員：廣井会員：会員：廣井会員：    

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 ２９２９２９２９，０，０，０，０００円００円００円００円 

スマイル累計スマイル累計スマイル累計スマイル累計額額額額 ５０６５０６５０６５０６，０００，０００，０００，０００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２４７２回例会第２４７２回例会第２４７２回例会第２４７２回例会    ２０１８年１１月８日２０１８年１１月８日２０１８年１１月８日２０１８年１１月８日    

11/1111/1111/1111/11 地区大会振替え（大宮ソニックシティ）地区大会振替え（大宮ソニックシティ）地区大会振替え（大宮ソニックシティ）地区大会振替え（大宮ソニックシティ）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２４７３回例会第２４７３回例会第２４７３回例会第２４７３回例会    ２０１８年１１月１５日２０１８年１１月１５日２０１８年１１月１５日２０１８年１１月１５日    

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

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                                    仁部会長    

四つのテスト唱和四つのテスト唱和四つのテスト唱和四つのテスト唱和                       中野会員 

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介                                             

財団資金推進委員長 早船 雅文様 

会長の時間会長の時間会長の時間会長の時間                                                                                        仁部会長仁部会長仁部会長仁部会長    

本日の会長の時間は季節限定！風流な日本語表現

についてお話し致します。 

①「小春日和」こはるびより 

2 月・3 月のポカポカ陽気の日に「今日は小春日和だね」

は大ボケ。春という言葉が使われているが、寒い時期な

のに春のように暖かいときのこと。11 月頃の初冬にあっ

てまるで春のような暖かな日のこと。 

②「時雨」しぐれ 

5 月頃に「五月晴れかと思ったら時雨だ」は大ボケ 

晩秋から初冬にかけて、振ったりやんだりする雨のこと 

「小春日和だと思ったら、時雨れてきたね」が正解 



「時雨」は「過ぐる」から派生した言葉で通り雨のこと 

③「風花」かざはな 

花畑で花弁が風に舞うロマンティックなことではない。初

冬に風と共に雨や雪がチラチラと降ること。ゲレンデなど

で山の方から風に乗って粉雪が舞い降りてくるのも風花 

④「おぼろ月夜」 

月のきれいな秋の夜「おぼろ月夜は風情があるなあ」は

大ボケ。ぼんやりと霞んだ月が出ている夜のこと。いつの

季節に使ってもいいものではない。この言葉は春の季語 

微妙に違うカタカナ用語 

①アナウンサーVS キャスター 

②エチケット VS マナー③キャバレーVS ナイトクラブ 

RRRR 財団財団財団財団・米・米・米・米山山山山表彰表彰表彰表彰                                                 

 

 

 

 

 

ベネファクター 

仁部前崇 会長 

PHF② 折原正昭会員 

米山功労者 馬場茂明会員 

 

卓話卓話卓話卓話                                    財団資金推進委員長財団資金推進委員長財団資金推進委員長財団資金推進委員長    早船早船早船早船    雅文雅文雅文雅文様様様様 

 本日は、R 財団の歴史と成り

立ちと VTT でサンディエゴに行

ったときの報告と経験を PP を

用いてお話し致します。 

私はアルツハイマー病及び

介護についての研究でサンディエゴに行きました。派遣

期間は 2014 年 3 月 30 日～4 月 13 日（約 2 週間）です。

サンディエゴ地区の医療施設・介護施設を訪問し、実際

の診療・介護の現場を体験しました。前半は、サンディエ

ゴ地区の高額所得者向けの先進的は立派な施設を視察

しました。後半は、介護班と医療班に分けて行動。介護

班は中低所得者向け施設を視察しました。 

 

 

 

 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告                       折原（正）会折原（正）会折原（正）会折原（正）会員員員員    

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    18181818    24242424    0000    11111111    69.0569.0569.0569.05%%%%    

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    

早船雅文早船雅文早船雅文早船雅文様様様様：：：：    本日卓話をさせていただきます。    

仁部会長仁部会長仁部会長仁部会長：：：：    地区大会お疲れ様でした。本日の卓話、財団

資金推進委員長 早船様ありがとうございました。昨日母

校 立正大学が神宮大会 2 度目の優勝、前回は翌春最下

位で 2 部に降格でしたので今回は・・・ 

田中幹事田中幹事田中幹事田中幹事：：：：    財団資金推進委員長 早船様、卓話ありがとう

ございます。 

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：    地区大会、クラブ紹介会員登壇まあまあの成

功。その後の栗原さんのコーディネーターは大成功です。

本日は財団卓話ありがとうございます。 

加藤会員加藤会員加藤会員加藤会員：：：：    地区大会の座談会で栗原さんのコーディネート

が光りました。60 歳の八神純子も遠目では昔のままでし

た。 

折原（正）会員：折原（正）会員：折原（正）会員：折原（正）会員：    早船様ありがとうございました。    

中川中川中川中川会員会員会員会員：：：：    卓話ありがとうございます。 

戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員：：：：    お客様いらっしゃいませ。本日は卓話をあり

がとうございました。 

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    地区大会参加者の皆さんご苦労様でした。

特に栗原委員長の司会ぶりはみごとでした。会員として k

鼻が高かったです。 

深瀬会員深瀬会員深瀬会員深瀬会員：：：：    お客様ようこそ。卓話ありがとうございます。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    早船さん卓話ありがとうございます。私は夜春

日部イブニングで卓話してきます。良い天気ですね。ハイ

ボール飲みたいです。 

宮田会員宮田会員宮田会員宮田会員：：：：    杉戸町音楽祭ご協力お願い致します。 

古谷会員：新井会員古谷会員：新井会員古谷会員：新井会員古谷会員：新井会員：：：：    11/24 ・11/23 も宜しくお願します。 

細井会員細井会員細井会員細井会員：：：：    渡辺（良）会員：渡辺（良）会員：渡辺（良）会員：渡辺（良）会員：小柳小柳小柳小柳会員：会員：会員：会員：廣井会員廣井会員廣井会員廣井会員::::    

大作会員：馬場会員大作会員：馬場会員大作会員：馬場会員大作会員：馬場会員：折原（弥）会員折原（弥）会員折原（弥）会員折原（弥）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 ５３３５３３５３３５３３，０００，０００，０００，０００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✽✽✽ 
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