
   
    

 

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 
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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２４９５第２４９５第２４９５第２４９５回例会回例会回例会回例会    ２０１９年４２０１９年４２０１９年４２０１９年４月月月月１８１８１８１８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                         宮田会員 

4444 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 

落合喜彦（4 日） 宮田雄一（7 日）  

細井勝保（28 日） 

4444 月誕生祝月誕生祝月誕生祝月誕生祝                                             

折原正昭（13 日） 大作貴洋（14 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 

荻原 千秋（おぎはら ちあき） 

事業所：㈲オギ電気 

昭和 35 年 8 月 14 日生 

4 月 18 日付にて荻原会員が 

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 4 月 18 日この日何の日は・・・ 

� 「発明の日」発明協会が 1954 年に

制定。1885 年のこの日に、現在の

「特許法」が公布された。 

� 「よい歯の日」「四（よ）一（い）八

（は）」のロゴに因んで、日本歯科

医師会が 1993 年に制定。 

� 世界アマチュア無線の日、1925 年、パリ・ソルボンヌ

大学（現在のパリ大学）で世界アマチュア無線連合

が創設された。 

� 「お香の日」全国薫物選考組合協議会が制定。日本

書紀の「推古天皇 3 年の 4 月に淡路島に香木が漂

着した」とあるのが日本のお香についての最初の記

述であることと、「香」の字を分解すると「一十八日」

になることから。 

� 三重県 県民の日 三重県が置県 100 年を記念して

1976 年に制定。1876 年のこの日に、度会見が三重

県に合併され、三重県が現在の形になった。 

「18 歳」と「81 歳」 

初めての東京オリンピックなのが 18 歳、二度目の東京オ

リンピックなのが 81 歳 

道路を暴走するのが 18 歳、逆走するのが 81 歳 

心がもろいのが 18 歳、骨がもろいのが 81 歳 

心にブレーキがかけられないのが 18 歳、車のブレーキを

踏み間違えるのが 81 歳 

偏差値が気になるのが 18 歳、血糖値が気になるのが 81

歳 

恋に溺れるのが 18 歳、風呂でおぼれるのが 81 歳 

まだ何も知らないのが 18 歳、もう何も覚えていないのが

81 歳 

「嵐」と聞くと「松本潤」を思い出すのが18歳、鞍馬天狗の

嵐寛寿郎を思い出すのが 81 歳 

自分探しの旅をしているのが 18 歳、出かけたまま分から

なくなって皆がさがしているのは 81 歳 

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    

� 米山記念奨学部門より 2019 年 5

月 12 日（日）ラフレさいたまにて開

催される「2019 学年度年ロータリ

ー米山記念奨学生入学式の案内

が届いております。 

� 次年度地区補助金運営委員会よ

り、2019 年 4 月 27 日（土）大宮ソニックシティにて開

催される「地区補助金大口枠公開プレゼン」の案内

が届いております。杉戸 RC からは、杉戸町の公用

車にドライブレコーダーを設置する事業として、仁部

会長がプレゼンターとしてチャレンジしますので応援

お願い致します。 

 



会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話                              関口会員関口会員関口会員関口会員 

【経歴】 

県立春日部高等学校卒業 

明治大学 経営学部 経営学科卒業 

前杉戸町商工会会長 前杉戸町観光協会

会長 元杉戸町公平委員会委員 元杉戸

町教育委員会委員 

【ロータリー歴】 

1971 年 3 月杉戸ロータリークラブ創立委員 

1982～1983 杉戸ロータリークラブ会長 

1983～1984 第 257 地区ロータリー財団奨学学友委員 

1984～1986 第 257 地区ローターアクト委員会委員 

1988～1989 第 277 地区米山委員会増進委員長 

1989～1990 第 277 地区広報委員会委員 

1990～1991 第 277 地区副幹事 

1992～1993 第 2770 地区第９分区代理 

1993～1995 第 2770 地区ロータリー財団奨学学友委員長 

1995～1996 第 2770 地区ロータリー財団部門委員長 

   杉戸中央ロータリークラブ特別代表 

1997～1998 第 2770 地区増進拡大委員長 

1998～1999 第 2770 地区ロータリー友委員 

1999～2000 第 2770 地区クラブ奉仕部門委員長 

2002～2003 第 2770 地区ガバナー 

2007～2009 日本恒久基金委員会委員 

2008～2009 地区研修リーダー 

2010～2012 米山奨学会理事 

2013～2014 規定審議会代表議員 

第 42 回ロータリー研究会  1,2,3 ゾーン実行委員 

米山奨学会学務学友委員長 

2014～2015 ロータリー文庫運営委員長 

日本ロータリー100 周年記念誌編集副委員長 

2015～2016 第 2530 地区 RI 会長代理 

【受賞歴】 

R 財団大口寄付者($64,200) ベネファクター  遺贈友の

会チャーターメンバー（ベネファクター） 

米山奨学会メジャードナー（31 回）ロータリー財団功労賞 

ロータリー財団特別功労賞 超我の奉仕賞（2016 年） 

昭和 30 年代の杉戸町の様子、また杉戸ロータリークラブ

の歴史、関口会員のロータリー歴に沿って当時の貴重な

手書きの予算表や親クラブ春日部 RC の週報などの画像

を見せて頂きました。杉戸 RC をチャーターするにあたっ

ては二人一組となってキャラバンで各方面に出向き当時

一番年下であったので大変気を使ったと意外なお話を聞

くことが出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

今月は母子と健康月間です。RI 会長

メッセージでは、「２分に１人が世界の

どこかで、妊娠や出産によって命を落と

しています。」と書かれています。ユニ

セフによると毎年5歳未満で命を落とす

子どもは世界で 500 万人を超えるそうです。ロータリーで

は予防で助けられる母子が命を落とさないよう様々な活

動を行っています。例えば神奈川県のクラブでは医療施



設にエコー検査機器を贈り、同時に医師・看護師らの研

修を行ったそうです。 

� P.7～15 特集「命の重みを感じていますか？」 

� P.16 特集「安全なお産のために」 

� P.25～27 ロータリーを活用しよう 

� P.33 タイ米山学友会 日本国内全地区合同 PJ 

� P.39 エバンストン便り ポリオ監視活動より 

� P.40 R 財団委員長からのメッセ―ジ 

� P.59 卓話の泉 高速道路のマメ知識、 

� P.62 栗原会員投稿記事「実り豊かな奉仕を目指し

て」地区大会でのパネルディスカッションについて 

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    

44444444    23232323    22221111    0000    11116666    88.6388.6388.6388.63%%%%    

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：：：：    荻原さん、入会おめでとうございます。過日は

無事皆様のご協力で、富岡 RC との友好調印式終わりま

した。ありがとうございました。 

田中幹事田中幹事田中幹事田中幹事：：：：    荻原さん、入会おめでとうございます。ロータリ

ーを楽しんでください。 

荻原会員荻原会員荻原会員荻原会員：：：：    本日はありがとうございます。わからないことば

かりですので、よろしくお願い致します。 

落合（喜）落合（喜）落合（喜）落合（喜）会員会員会員会員：：：：    4 月 4 日で結婚 55 年となりました。これか

らも元気でガンバリます。 

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：    久し振りの例会です。本日は拙いお話をさせて

いただきました。 

新井会員新井会員新井会員新井会員：：：：    荻原さん入会おめでとうございます。 

第２４９６第２４９６第２４９６第２４９６回例会回例会回例会回例会    ２０１９年４月２５日２０１９年４月２５日２０１９年４月２５日２０１９年４月２５日    

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                         真中会員    

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 

日向 英実（ひゅうが ひでみ） 

昭和 35 年 8 月 14 日生 

4/18 付入会の日向会員の 

入会式を 25 日に行いました。 

皆さん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    

� ガバナー事務所より、ハンブルグ国際大会ガバナー

ナイトにつきまして受付開始時間が 17：00～に早ま

りましたと案内が届いております。 

長岡会員長岡会員長岡会員長岡会員：：：：    大分あたたかくなりました。 

渋谷会員渋谷会員渋谷会員渋谷会員：：：：    荻原会員入会おめでとうございます。 

舟越会員舟越会員舟越会員舟越会員：：：：    関口さん卓話ありがとうございました。大変参

考になりました。 

細井会員細井会員細井会員細井会員：：：：    荻原さん入会おめでとう。 

武井会員武井会員武井会員武井会員：：：：    荻原千秋様入会おめでとうございます。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    石井年度 38 人スタートで中野年度で 45 人にな

り今年度スタート 40 で、今日で 44 になりました。ぜひキー

プしましょう。 

大作（忠）大作（忠）大作（忠）大作（忠）会員会員会員会員：：：：    桜散り若葉萌え出す古利根のドラレコ補

助金のエントリーが通ると良いですね～。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    今年の新入社員は途中で逃げられ０になっ

てしまいました。そこでネット上で募集広告したところ２日

間で６名の申込、内２名を採用。今日も一人面接します。

世の中変わりました。 

中川中川中川中川会員会員会員会員：：：：    富岡町では大変お世話になりました。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    桜が散り花粉症が去りました。春満開です。荻

原さん入会おめでとう御座います。よろしくです。 

渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）会員会員会員会員：：：：    卓話ありがとうございます。 

石塚石塚石塚石塚会員会員会員会員：：：：折原（弥）会員：大作（貴）会員：中野会員折原（弥）会員：大作（貴）会員：中野会員折原（弥）会員：大作（貴）会員：中野会員折原（弥）会員：大作（貴）会員：中野会員    

折原（正）会員：真中会員折原（正）会員：真中会員折原（正）会員：真中会員折原（正）会員：真中会員    

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 ３８，５３８，５３８，５３８，５００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 ８７３，３８７３，３８７３，３８７３，３５５５５００００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✽✽✽ 

 

 

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 4 月 25 日この日何の日は・・・ 

� 市町村制公布記念日： 明治 21 年

4 月 25 日「市制」及び「町村制」が

公布されました。 

� 国連記念日： 1945 年サンフランシ

スコ会議が開催され、国連憲章が作成されました。 

� 初任給の日： 4 月の給料日で、新入社員が初めて

の給料を受け取る日 

� 歩道橋の日： 1963 年日本初の横断歩道橋が完成 

� 拾得物の日：1980 年トラック運転手である大貫久男

さんが銀座の道路脇で風呂敷包みの現金 1 億円を

発見。落とし主が現れなかったため、全額取得。 



先日お寿司屋さんに行き魚偏の漢字を見て調べましたの

でご紹介します。 

� 鯵： 「魚」に「参」と書く漢字が当てられるが、この由

来は諸説あり、「おいしくて参ってしまう」の意である

とする説、最も美味の季節が旧暦の 3 月に当たるの

で数字の「参」が使われたとする説などがある。 

� 鰹： カツオは『万葉集』では「堅魚カタウオ」という漢

字表記で登場するので、この「カタウオ」が変化して

「カツオ」になったというのが通説。鰹の字はケンと読

み、魚へんにケンの音を表す「堅」から成り立つ。

「堅」は巻きつくの意味で、鰹には「長くて巻きつく魚」

という意味もあり、中国ではこの字はウナギを指す。 

� 鰻： 曼という文字の意味の中には「つや・長い」とい

う意味が含まれており、つやのある長い魚という事

でこの漢字が出来たと言われています。 

平成最後の例会ということで、資料「杉戸町の概要」か

ら杉戸町がどんなあゆみをしたか抜粋してお話します。 

国税調査によると、杉戸町の人口は昭和 40 年 17,634

人、平成 2 年 40419 人になっています。 

平成 6 年にすぎとぴあ、平成 7 年 8 月にオーストラリア

のバッセルトンと姉妹都市協定を結び、平成 9 年はエコス

ポいずみが出来ました。平成 12 年には人口が 47,336 人

となり調査上ではこれが人口のピークです。平成 13 年に

できたアグリパークゆめすぎとは埼玉県すきな道の駅第

1 位になりました。平成 18 年にカルスタが出来ました。※

この他にも杉戸のあゆみについてお話し頂きました。 

ロータリー情報委員会ロータリー情報委員会ロータリー情報委員会ロータリー情報委員会                                                栗原委員長栗原委員長栗原委員長栗原委員長    

 下半期となり 3 名の新入会員を迎える

こととなり、オリエンテーションを兼ねて、

改めてロータリーの基礎知識を勉強し

たいと思います。皆様のお手元に新入

会員用のパンフレットと冊子があります

ので、それに沿って勉強をしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種報告各種報告各種報告各種報告                                                                                                            古川会員古川会員古川会員古川会員 

 いつもアグリパークをご利用頂きあり

がとうございます。この度アグリパーク

では、送迎用のバスを購入致しました。

夜の宴会場としてもご利用頂きたく、私

もこの為に免許を取りに行きました。ご

利用お待ちしております。 

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    

44444444    19191919    22225555    0000    16161616    79.79.79.79.55555555%%%%    

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：：：：    平成最後の例会、参加ご苦労様です。日向様

入会ありがとうございます。令和も宜しくお願い致します。 

田中幹事田中幹事田中幹事田中幹事：：：：    日向さん、入会おめでとうございます。 

古川古川古川古川会員会員会員会員：：：：    本日はアグリパークをご利用頂きありがとうご

ざいます。今後もご利用宜しくお願いします。 

中川会員中川会員中川会員中川会員：：：：    もうすぐ連休ですが社員は休みでも私は仕事

です。 

荻原会員荻原会員荻原会員荻原会員：：：：    初めての参加です。宜しくお願いします。 

大作（忠）会員大作（忠）会員大作（忠）会員大作（忠）会員：：：：    本もうすぐ 10 連休ですね。長いですね～。 

戸賀崎会戸賀崎会戸賀崎会戸賀崎会員：員：員：員： 4/12、次年度の地区協議会がありました。沢

山の委員長三の参加に感謝です。若葉がキラキラ清々し

い季節です。 

真中会員真中会員真中会員真中会員：：：：    平成最後のスマイルです。何か良いコメントを

思いましたがコメントが浮かびません。日向さん色々とお

世話になます。 

馬場会員馬場会員馬場会員馬場会員：：：：    スタッフは G.W はすべて仕事です。 

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    初ネットでの社員募集の結果6名応募内たっ

た 1 名採用。立正大学中退だとか、さてどうなりますか。 

武井会員武井会員武井会員武井会員：：：：    日向様入会おめでとうございます。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    日向さん入会おめでとうございます。今後ともよ

ろしくお願いします。 

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：    日向さん入会おめでとうございます。10 連休ど

うしましょう。 

栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員：：：：細井会員：折原（弥）会員：舟越会員細井会員：折原（弥）会員：舟越会員細井会員：折原（弥）会員：舟越会員細井会員：折原（弥）会員：舟越会員::::    

折原（正）会員：井上会員折原（正）会員：井上会員折原（正）会員：井上会員折原（正）会員：井上会員 

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 ２９，０２９，０２９，０２９，０００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 ９０２，３５０９０２，３５０９０２，３５０９０２，３５０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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