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第２５０９回例会
第２５０９回例会 ２０１９年７月２５日
２０１９年７月２５日
点鐘
四つのテストの唱和
お客様紹介

戸賀崎会長
真中会員
久喜 RC 進藤 和夫様
米山奨学生 コウ・イッセンさん

２０１８-１年度青少年交換留学生 深瀬心羽さん

新入会員入会式

野口 美津夫会員

お客様挨拶

久喜 RC 進藤 和夫様

私が青少年奉仕部門委員長の時に、
戸賀崎会長、栗原幹事、折原会員には
それぞれ大変お世話になりました。杉戸
RC さんには年度初めにご挨拶に伺いた
いと思っておりましたので本日は大変嬉
しく思います。戸賀崎年度の素晴らしい 1 年をご祈念しま
してご挨拶とさせて頂きます。

会員卓話

大作貴洋会員
大作貴洋会員

いつも当店をご利用頂き有難うござい
ます。和泉屋の屋号ですが、先祖が秀
吉の時代に関西から逃げてこの地に住

✽野口美津夫会員
✽野口美津夫会員 入会おめでとうございます✽
戸賀崎会長
会長の時間
7 月 20 日（土）古川会員、田中会員と

（笑）子どもの頃からおまえは 7 代目だと言われてきまし

日セミナー報告をさせて頂きたいと思い

たが、ある時初代から数えると俺が 7 代目だと言ったりし

ます。今日はベルギーから帰国した深瀬
心羽さんが例会場に来てくれました。ベルギーのクラブの
バナーに皆様のサインが書かれています。例会場に飾っ
ておきますのでご覧ください。
栗原幹事

せが届いております。移転先詳細は
事務局まで。
第 15 回日韓親善会議の再案内が
届いております。



2019 年 10 月 4 日（金）千葉 CC 川間コースで行わ
れる第 6G ゴルフの案内が届いております



からも同じような話を聞いたことがある
大変物知りでしたが、あてにならないところがありまして

参りました。すばらしい内容でしたので後



屋」になったと聞いております。同級生
ので、間違いないかと思います。2 年前に他界した父は

共に奉仕プロジェクトセミナーに参加して

幹事報告
 富岡 RC より、事務所移転のお知ら

み移り、初代の和泉屋庄兵衛から「和泉

管理運営部門より、8/31（土）9：30 埼玉会館にて開
催される、RLI パートⅠの案内が届いております。

ましたので、自分が 7 代目なのか 8 代目なのか正直分か
りません。
先日、戸賀崎会長から「私たちはロータリアンの 2 世同
士だね」と言われはっとしました。私はローターアクトクラ
ブに所属していたことはありますが、ロータリーについて
はあまり知りません。ただ、子どもの頃クラブのクリスマス
会に参加してとても楽しかった記憶があります。
今年度から、副幹事として理事会にオブザーバーとし
て参加することとなりました。これを機会にロータリーを勉
強していきたいと思っております。
近年ウナギの稚魚の漁獲量が減り価格が高騰してお
ります。どのお店も工夫をして提供していますが、8/8 の
例会では鰻を皆様に食べて頂きたいと思っております。

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

会員卓話

大作忠一
大作忠一会員
忠一会員

米山奨学生報告

コウ・イッセンさん

私は昭和 20 年 1 月 4 日終戦の年に

芝浦工業大学の 3 年生で

生まれた最後の戦中派です。母親が

す。今大学では韓国の大学

私は防空壕の中で生まれたと言ってお

生が来日しグループワーク

りましたが本当でしょうか。学校は、堤

で 、 PBL 問 題 解 決 型 学 習

郷小学校、今の杉戸第三小学校、越

（Project Based Learning）と

境して春日部中学校、春日部高等学

いう自分たちで問題を発見

校、法政大学経営学部に進学し昭和 42 年卒業しました。

し解決する授業をしています。ボタンとゲーム本体をブル

住まいは本郷で春日部の方が近く、杉戸町の中央のこと

ートゥースで通信するようなリズムゲームを開発していま

はあまり知りません。

す。昨日ようやくボタンとブザーを接続することが成功し

父は県税事務所の公務員で大変威張っておりました

ました。来週のオープンキャンパスで、英語で発表する予

ので、反面教師で自分は商社に行こうと思っていました。

定です。

昭和 42 食用油、石油等の油の専門商社「カネダ株式会

留学生報告
留学生報告

社」に就職しました。化学品、エレクトロニクス関連製品、

深瀬心羽さん

私の留学が決まってから 2 年

医薬化粧品原料、産業用洗浄剤(フロン、塩素系溶剤)

間大変お世話になりました。先

不燃性ガス(フロン)エアゾール、ウレタン発砲など扱って

週 22 日に日本に帰って来ました。

いましたが、自分の担当商品はフロンガス、フロン溶剤、

沢山の写真や話があるのです

塩素系溶剤でした。電子,光学業界が活況でフロン溶剤,

が、今日はまず帰国のご挨拶に

フロンガスの販売が拡大しました。

来ました。日を改めて PP を使って皆様にベルギーの紹

そんな中、米国のローランド教授がフロンがオゾン層を
破壊するとの仮説を打ち出した。その当時大手化学メー

介をしたいと思います。
今回の留学で一番の収穫は、世界中に友達ができた

カーの技術者も誰も考えていない事でしたが、現実となり、

ことです。ベルギーでは、週 2 階フランス語教室があって、

オゾンホールの拡大も検証され、1995 年についにフロン

そこで色々な国の友達と皆切磋琢磨してフランス語を勉

の製造は世界的に中止されることになりました。その後、

強しました。帰国する頃には多くの友達から日本に行き

フロンの代替品の開発が行われたが、オールマイティー

たいと言ってもらえるようになりました。今では、飛行機の

の物は出てきていません。

切符さえあればどこにでも行ける自信があります。

定年退職を迎えるにあたり、社長から私が事業部長を

ベルギーでは、ホストシスターのおかげですぐに友達

していた部門を工場、設備も貸与しバックアップするので

はできました。しかし、それはシスターの友達であって自

全て事業継承する気はないか？と言われました。意を決

分の友達ではないと捻くれた考えを持ってしまいました。

し平成 16 年今の会社を設立するに至りました。知らなか

それでも、語学の上達とともに自分の友達ができ、悩み

ったとは言え、フロンの販売で地球環境に汚点を残した

ごとを相談できる親友がたくさんできました。

のは事実です。過去の反省から人にやさしく、地球環境

語学では、フランス語圏でも英語が出来ないのが苦労し

にやさしいもの作りを基本理念に置いてこれからも考働し

ました。今では英語も上達し、スペイン語も勉強したいと

ていきたいと考えております。

思っています。素晴らしい留学のチャンスを下さった皆様

私が商社にいた頃、当時お付き合いがありました台北
のロータリアンがおります。第 3520 地区 1996-97 年度ガ

にとても感謝をしています。ありがとうございました。

委員会報告（社会奉仕）

バナーの張 吉雄さんです。2010-11 年度にロータリーの

皆様のおかげで献血者リストを何と

国際的な会議が高輪プリンスホテルであり、来日してい

か日本赤十字に送ることができました。

た張さんに大変高級なお寿司をご馳走させられました。

しかし、当日は、60 名以上の献血がで

親日家の張さんとはその後も色々とお付き合いもござい

きるとは限りませんので、是非皆様の

ましたが、私の入会も縁があったのかもしれません。

ご協力を更にお願い致します。

古川会員

出席報告

折原（正）会員
折原（正）会員

深瀬会員： 孫がお世話になりました。

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

折原（正）会員：
折原（正）会員： 進藤様ようこそ。野口君入会おめでとう。

44

24

20

0

（13）
13）

54.55%
54.55%

田中（昌）会員：
田中（昌）会員： 野口さん入会おめでとうございます。

スマイル報告

折原（正）会員
折原（正）会員

進藤和夫様： 戸賀崎会長、栗原幹事様 1 年間宜しくお願い
致します。

戸賀崎会長：
戸賀崎会長 ： 進藤様暑い中ありがとうございます。やっと

矢島会員：
矢島会員： お客様ようこそ。心羽ちゃんお帰りなさい。
中川会員：
中川会員： あぐり祭りまであと 3 日雨が降らなければいい
けれど暑さにも弱い私です。昨日は霞が関、時事通信ビ
ルで唄ってきました。

お日様が見られるようになりました。今年は日本よりヨー

仁部会員：
仁部会員： このはさんお帰りなさい。お客様いらっしゃいま

ロッパの方が暑いらしいと言っていますが、暑くなりそうな

せ。先週はお騒がせいたしましたが、又、通常の生活に

ので熱中症に注意しましょう。

戻ります。

栗原幹事： イッセン早くからご苦労様。今日からイカダづく
り初めています。流灯さいの 2 日連続花火お楽しみに。

野口（美）会員： 本日より、入会させて頂きます。宜しくお願
い致します。

田中（啓）会員：
田中（啓）会員： 8 月 23 日（金）はトッパンのビール祭です。
17 時 15 分から約 2 時間、途中からでも入場できます。皆様
のお越しをお待ちしております。

下津谷会員：
下津谷会員： 22 日目出度く 78 歳を迎えました。現役終了
80 歳まで残り 2 年、さてどう過ごそうかしら。

関口会員： 仁部さん、宮田さん、当選おめでとうございます。
これからの活躍を期待しています。

新井会員：武井会員：小柳会員：真中会員：宮田会員：
中野会員：野口（久）会員：渡辺（孝）会員：古川会員：

本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

３２，５００円
３２，５００円
１５８，５０
１５８，５
００円
１，３００，０００円
１，３
００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

大作（忠）会員：
大作（忠）会員： 初めての卓話、緊張します。

7/28（日）
/28（日）ポリオ募金活動
（日）ポリオ募金活動（アグリの夏まつり）
ポリオ募金活動（アグリの夏まつり）
アグリパークの夏祭り会場でポリオの募金活動を行いました

8/4（日）
8/4（日）ポリオ募金活動
（日）ポリオ募金活動（古利根川流灯まつり）
ポリオ募金活動（古利根川流灯まつり）
第２５１０回例会
第２５１０回例会 ２０１９年８月１日
２０１９年８月１日 8/4 古利根川流灯まつり例会
古利根川流灯まつり例会に
例会に振替え
振替え

