
   
    

 

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 
杉戸ロータリークラブ週報杉戸ロータリークラブ週報杉戸ロータリークラブ週報杉戸ロータリークラブ週報    

2018201820182018～～～～2019201920192019 年度年度年度年度    RIRIRIRI のテーマのテーマのテーマのテーマ    
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２４８４第２４８４第２４８４第２４８４回例会回例会回例会回例会    ２０１９年１月３１２０１９年１月３１２０１９年１月３１２０１９年１月３１日日日日 

夜間例会・夜間例会・夜間例会・夜間例会・新年会（和泉屋）新年会（和泉屋）新年会（和泉屋）新年会（和泉屋）１８：００点鐘１８：００点鐘１８：００点鐘１８：００点鐘    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２４８５第２４８５第２４８５第２４８５回例会回例会回例会回例会    ２０１９年２月７２０１９年２月７２０１９年２月７２０１９年２月７日日日日 

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                            仁部会長 

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                                   渋谷会員 

地区役員委嘱書交付地区役員委嘱書交付地区役員委嘱書交付地区役員委嘱書交付                                                    仁部会長仁部会長仁部会長仁部会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

地区補助金地区補助金地区補助金地区補助金運営運営運営運営委員長：委員長：委員長：委員長： 栗原 偉憲会員 

青少年交換委員：青少年交換委員：青少年交換委員：青少年交換委員： 折原 正昭会員 

RLIRLIRLIRLI 運営運営運営運営・学友・学友・学友・学友管理管理管理管理委員：委員：委員：委員： 仁部 前崇会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2222 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 

野口久正（8 日） 折原正昭（18 日）  

平井浩司（22 日） 矢島紀一（28 日） 

中川定雄（28 日） 

2222 月誕生祝月誕生祝月誕生祝月誕生祝                                             

小川勝之(8 日) 田中昌夫（8 日）  

矢島紀一（11 日） 

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（2222 月号）月号）月号）月号）    

 

 

 

 

 

 

 



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    

 本日は 2 月 7 日ですが、今週末 9 日に

IM が控えております。私の年度も今ま

で様々な行事がありましたが、このＩＭ

でいよいよ第 4 コーナーにさしかかり、

後は直線を走るだけというところまで来

ました。今回杉戸はホストクラブとなりますので当日は皆

様のご協力よろしくお願い致します。 

私の仕事がら、2月は3日の節分までが去年で、4日の

立春から新年スタート、今年は 5 日が旧暦の正月になり

ます。また 15 日はお釈迦様の命日「涅槃」があります。 

今年は天皇の即位があり、何かにつけ平成最後と言っ

て酒飲みは飲んでおります（笑）。 

2 月 7 日は北方領土の日、8 日は 55 回目の田中幹事

生誕の日でございます。11 日は建国記念日、そして矢島

会員のお誕生日でもあります。 

東洋の命の定義は、お腹の中に誕生してから、西洋で

は、この世界に出て来てから、数えと満の違いですね。な

ので、仏教では水子供養をします。 

2/14 は、皆さんもご存じのとおりバレンタインデーです

が、3 世紀のローマ皇帝により、若者は結婚を禁じられて

いました。戦争に出向く彼にとって結婚は戦場で戦い抜く

意志をゆるがすと考えたのですね。キリスト教徒のバレン

タインはそんな若者たちを哀れに思い、密かに結婚させ

ていました。それでバレンタインは処刑されたのです。そ

れ以降キリスト教で 2/14 は、恋人達がギフトやカードを

贈り合う日として定着します。 

日本でバレンタインデーが本格的に広まったのは 1970

年代です。そして、菓子メーカーの戦略で日本独自となっ

た文化が、3/14 ホワイトデーです。最近では 4/14 オレン

ジデーがあり、2/14 のバレンタインデー・3/14 のホワイト

デーを経たカップルが、4/14 にオレンジやオレンジ色のも

のをプレゼントして絆を確かめ合う記念日だそうです。 

ちなみに、韓国にはブラックデーというのがあり、バレ

ンタインデーやホワイトデーで贈り物を受け取れなかった

者、恋人ができなかった者同士が黒い服を着て、チャジャ

ーメンやブラックコーヒーなど、見た目が黒い飲食物を食

べる日、とされているそうです。 

先日の夜間例会には 2 名の会員候補者が来訪しまし

た。50 周年に 50 名の目標に向けて会員増強に努めたい

と思いますのでご協力よろ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                                                                                                                    田中幹事田中幹事田中幹事田中幹事    

� 平成 31 年 3 月 2 日（土）18:00 パレ

スホテル大宮で開催される「第 2 回 

1000 日会員の集い」の案内が届い

ております。 

� 平成 31 年 4 月 1 日（月）紫 CC すみ

れコースにて開催される「第 8 グループ IM ポリオ撲

滅記念ゴルフコンペ」の案内が届いております。 

� 平成 31 年 4 月 8 日（月）プレステージ CC にて開催さ

れる「アイメイト寄贈チャリティゴルフコンペ」の案内

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    

3 月例会予定 

7 日 結婚誕生祝・雑誌紹介・理事会  

14 日 移動例会（アグリパーク） 

21 日 休 会（春分の日） 

28 日 お花見例会（場所未定） 

� 2/9（土）IM の開催について 

    実行委員会は 9 時にすぎとピアに集合 

    一般の会員は 11 時 30 分に集合・食事 

    12 時よりお客様対応・お出迎え 

� 新入会員候補者について 

    大作忠一（おおさく ちゅういち）→入会申込書あり 

    日向英実（ひゅうが ひでみ）→連絡待ち 

雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介                                                                                                                    渋谷会員渋谷会員渋谷会員渋谷会員    

皆さんご存知だと思いますが、2 月

23 日は、ロータリー創立記念日です。

また今年 9 月 16 日は米山記念館の創

立 50 周年の日です。 

さて、今月は「平和と紛争予防/紛争

解決月間」です。P.7 から特集で難民について書かれてあ

ります。2017 年末現在で、難民は 2,540 万人を超えたそう

です。8 人の日本人の元 R 財団学友が活躍している国連

難民高等弁務官事務所の資料から 3 人の難民の足取り

をたどり、ロータリーがどんなことができるかという記事が

載っていますので是非読んでみてください。 

P.23「ガバナーのロータリー・モメント」に第 2770地区の

地区大会の様子が載っています。全ロータリアンが主役

になったグランドマーチの写真が掲載されています。中川

ガバナーの文章が載っていますのでご一読を。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.33「ニュージェネレーション」では、インターアクターとロ

ーテックスの女性が今どのようなことに挑戦しているかが

載っています。 

 P.34 の「クラブイノベーション」では、カナダ・アメリカ第

7040 地区のパスポート RC の退会者を勧誘する取り組み

について書かれています。 

P.59「卓話の泉」イラッときたら 6 秒待つアンガーマネージ

メントをご覧ください。怒りのピークは 6 秒と言われている

そうです。6 秒待てば冷静に判断できるといい、怒りの正

体は私たち自身が持つ「～べき」という考え方。「べき」は

裏切られた時に怒りになるそうです。「べき」の許容範囲

を広げる努力が大切だと言っています。 

次に隣のページに「HPV ワクチンの話」が載っています。

杉戸中央 RC の時に講演会を開催しましたが、今では日

本で福副反応症状が出たということで事実上接種停止状

態になっています。しかし、これに対し WHO では批判声

明を 2 回も出しこの 5 年間で子宮頸がんの死亡者が増加

しています。 

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・ハーズさんナスチャ・ハーズさんナスチャ・ハーズさんナスチャ・ハーズさん    

私は日本の生活にも慣れて日

本語の勉強も頑張っています。

先月に長野へスキー合宿に行っ

てきました。今日はその様子を写

真で皆様にご報告しますのでご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ナス※ナス※ナス※ナスチャからスキー旅行の楽しい思い出や出来事をユチャからスキー旅行の楽しい思い出や出来事をユチャからスキー旅行の楽しい思い出や出来事をユチャからスキー旅行の楽しい思い出や出来事をユ

ーモアーモアーモアーモアたっぷりにたっぷりにたっぷりにたっぷりに楽しく日本語で話してもらいました。楽しく日本語で話してもらいました。楽しく日本語で話してもらいました。楽しく日本語で話してもらいました。    

出席報告出席報告出席報告出席報告                       折原（正）折原（正）折原（正）折原（正）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    

44441111    20202020    22221111    0000    11113333    80.4980.4980.4980.49%%%%    

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：：：：    いよいよ IM が迫って参りました。皆さん宜しくお

願い致します。「ナスチャ」矢島さん宅でもよい子で頑張っ

てください。 

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。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    11 を日 77 歳になります。 

渋谷渋谷渋谷渋谷会員会員会員会員：：：：    明後日の IM 宜しくお願い致します。 

古川古川古川古川会員会員会員会員：：：：    会員の皆様、寒暖の差が大きいです。お体に

はくれぐれもご自愛ください。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    今朝マレーシアから成田に帰着。ドアマンの

常として一番乗りを目指しましたが、田中幹事にお手伝い

頂きました。ありがとう。 

渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）会員会員会員会員：：：：    久し振りの例会出席となりました。 

武井会員武井会員武井会員武井会員：：：：    結婚・誕生祝の皆様おめでとうございます。 

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    ナスチャさん、スピーチがんばったね。すばら

しかったです。花粉がやってきた。 

加藤会員加藤会員加藤会員加藤会員：：：：    熱海の梅園で春を先取りしてきました。熱海は

衰退から V 字回復しているそうで、地元が元気でした。 

栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員：：：：    今夜も財団委員会があって大宮に行きます。仁

部会長い教わった飲み屋に寄ろうと思いましたが、しばら

く大人しくします。 

長岡会員長岡会員長岡会員長岡会員：：：：    卓話ありがとうございます。 

深瀬会員深瀬会員深瀬会員深瀬会員：：：：    暑い、寒い大変です。体が付いて行かない。 

折原（正）会員折原（正）会員折原（正）会員折原（正）会員：：：：    本日早退させて頂きます。 

中野会員：宮田中野会員：宮田中野会員：宮田中野会員：宮田会員会員会員会員：廣井：廣井：廣井：廣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    

折原（弥）折原（弥）折原（弥）折原（弥）会員：会員：会員：会員：真中真中真中真中会会会会員員員員    

1111 月月月月 31313131 日日日日のスマイルのスマイルのスマイルのスマイル        

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 ２５２５２５２５，００，００，００，０００円０円０円０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 ７０７０７０７０１１１１，８５，８５，８５，８５００００円円円円 

ススススマイル目標額マイル目標額マイル目標額マイル目標額    １，５１，５１，５１，５００，０００円００，０００円００，０００円００，０００円    

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 ３０，００３０，００３０，００３０，０００円０円０円０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 ７３１，８５０７３１，８５０７３１，８５０７３１，８５０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２４８６回例会第２４８６回例会第２４８６回例会第２４８６回例会    ２０１９年２月１４日２０１９年２月１４日２０１９年２月１４日２０１９年２月１４日 

2/92/92/92/9 第６グループ第６グループ第６グループ第６グループ IMIMIMIM に振替え（すぎとピア）に振替え（すぎとピア）に振替え（すぎとピア）に振替え（すぎとピア）    
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