
   
    

 

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    
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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２４８９第２４８９第２４８９第２４８９回例会回例会回例会回例会    ２０１９年３月２０１９年３月２０１９年３月２０１９年３月７７７７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                       栗原会員 

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

富岡 RC 会長 黒臼 秀之様   幹事 遠藤 寛和様 

田中 美奈子様 宮本 政範様 

3333 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 

新井 武（14 日） 武井 章（25 日）   

小柳明雄（27 日） 廣井慎一（27 日）  

落合優智（27 日） 古川好宏（30 日） 

3333 月誕生祝月誕生祝月誕生祝月誕生祝                                             

渡辺嘉一（1 日） 廣井慎一（9 日）  

折原弥五郎（23 日） 落合優智（27 日） 小柳明雄（28 日） 

新入会員入会式新入会員入会式新入会員入会式新入会員入会式 

大作忠一（おおさくちゅういち） 

事業所：ウィルヴィー㈱ 

杉戸町本郷在住 

昭和 20 年 1 月 4 日生 

3 月 7 日付にて大作会員が入会致しました。皆さんよろし

くお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

本日は富岡ロータリークラブの皆様

お越し頂きありがとうございます。本日

は何の日も数回目となりました。 

� 3 月 7 日は「消防の日」です。1948 年

3 月 7 日に「消防組織法」が施行され

記念日に制定。 

� 「サウナの日」 

「サ（３）ウナ（７）」の語呂にちなんで、日本サウナ・ス

パ協会が記念日に制定。 

� 薩長同盟が締結 

当時敵対関係にあった長州藩と薩摩藩が、坂本龍馬

野仲介のもと、1866 年に京都の小松帯刀邸で軍事的

同盟を締結させた。 

� パナソニック創業 

前身である「松下電気器具製作所」が大阪市で、1918

（大正 7）年に創業、松下→ナショナル→パナソニック 

パナソニックは PAN＝全て（ギリシャ語）SONIC＝音

（英語）の造語 

「いじる」という名の「いじめ」をひらがなで表記するのい

かがなものか。「弄る（いじる）」特定の相手に対し短所や

欠点、特徴をあげつらうこと。子どもにとっては「いじる」こ

とが弱い者いじめとなり、集団化しエスカレートし大きな

問題となる。「いじめ」は、学校だけでなく、職場でのさま

ざまなハラストメント（嫌がらせ）、地域社会での人間関係、

家庭内では夫婦、親子間でも起こり得る。 

軽い気持ちで始めた「いじる」行為が、ついには傷ましくも

悲しい最悪の結末をみる。聖路加国際病院名誉院長で

あった日野原先生は生前、「いのち」は「時間」「生きるこ

とは時間そのもの」と語る。他者の安穏なる時間を奪う事

は「いのち」を奪うとても恐ろしい行為。今一度、自分のま

わりを見渡してみましょう。 



お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶                        栁澤栁澤栁澤栁澤    幸治幸治幸治幸治様様様様 

富岡 RC 会長の栁澤です。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。この度は友好クラブ締結と

いう運びになり大変嬉しく思っておりま

す。杉戸町とは平成 22 年 11 月 3 日に

アグリパークゆめすぎとにて挙行され

た「友好都市調印式」において、正式に友好都市となって

います。ロータリーとしても正式に友好クラブとなりさらに

絆を深めることになります。 

今回は慌ただしいスケジュールですが、次回は関口会

員のところのお酒を飲み、雅楽の湯に入りばんらいでラ

ーメンを食べ夜が更けるまで皆さんとお付き合いをしたい

と思っておりますのでよろしくお願い致します。 

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 

交換留学生のナスチャが 

パワーポイントを使って旅行 

の写真を見せながら日本語

で旅のようすを丁寧に話して 

くれました。 

雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介                           渡辺渡辺渡辺渡辺    孝会孝会孝会孝会員員員員 

今月は水と衛生月間です。特集の P.7

をご覧ください。「湯水のごとく使う」とい

う表現がありますが、この比喩が通用

する国や地域はどれだけあるでしょう

か？P.8 では、グローバル補助金事業

でタイに浄水器設置をした青森のクラブ

の記事が掲載されています。地元 TV で奉仕活動の CM

も放映されロータリーの公共イメージの向上にも貢献して

います。 

紹介された記事 

� P.13 災害時水は止まる～東日本大震災教訓から～ 

� P.18RI 会長エレクトマーク・D・マローニ関連記事 

� P.22 ガバナーエレクト国際協議会 

� P.38 モンゴル米山学友会 

� P.60 ロータリーアットワークより「イニエスタ選手が子

どもたちを激励」 

� P.56「同日 2 会場で 2 つの青少年奉仕活動」 

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    11119999    23232323    0000    11111111    71717171.4.4.4.43333%%%%    

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    

遠藤寛和遠藤寛和遠藤寛和遠藤寛和様様様様：：：：    杉戸ロータリーの皆様、本日は宜しくお願い

致します。    

仁部会長仁部会長仁部会長仁部会長：：：：    富岡 RC の皆様、本日はご苦労様です。友好ク

ラブ締結に向け宜しくお願い申し上げます。 

田中幹事田中幹事田中幹事田中幹事：：：：    富岡ロータリークラブの皆様本日はありがとう

ございます。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    富岡 RC の皆さんようこそ。 

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：    大作さん入会おめでとう。富岡 RC の皆様本日

は遠路ご苦労様です。4 月 6 日友好クラブの締結楽しみ

にしています。 

新井会員新井会員新井会員新井会員：：：：    富岡 RC の方々遠いところ来場ありがとうござ

います。花見楽しみにしています。 

武井会員武井会員武井会員武井会員：：：：    大作様入会おめでとうございます。富岡ロータ

リーの皆様ようこそいらっしゃいました。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    富岡の皆様遠いところありがとうございます。大

作さん入会おめでとうございます。中野さん、ホールイン

ワンおめでとうございます。折原君パーマネントおめでとう

ございます。事務局いないと大変ですね。 

大作（忠）大作（忠）大作（忠）大作（忠）会員会員会員会員：：：：    本日、初参加です。勉強して頑張ります。 

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    渡勝さんの家のすだれ桃の花がキレイでし

た。春はもうすぐですね。富岡ロータリークラブの皆様、雨

の中のメーキャップありがとうございます。 

古川古川古川古川会員会員会員会員：：：：    富岡ロータリークラブの皆様、本日は杉戸町ま

でお越し頂きありがとうございました。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    あけましておめでとうございます。今年もよろし

くお願いします。つまんないスマイルでごめんなさい。 

真中真中真中真中会員会員会員会員：：：：    中野さんホールインワンおめでとうございました。

私も永年ゴルフをやっていますが初めて間近で見ました。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    お客様ようこそ。大作様入会おめでとうござい

ます。宜しくお願いします。 

渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）会員会員会員会員：：：：    富岡ロータリークラブの皆様ようこそ！ 

渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）会員会員会員会員：：：：細井細井細井細井会員：会員：会員：会員：舟越会員：舟越会員：舟越会員：舟越会員：    お客様ようこそ！ 

折原折原折原折原（正（正（正（正）会員：）会員：）会員：）会員：中野中野中野中野会員会員会員会員：井上会員：真中会員：：井上会員：真中会員：：井上会員：真中会員：：井上会員：真中会員：    

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 ３３３３７７７７，０，０，０，０００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 ８０８８０８８０８８０８，８５，８５，８５，８５００００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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