
   
    

 

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 
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会長会長会長会長    戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎    千夏千夏千夏千夏        幹事幹事幹事幹事    栗原栗原栗原栗原    偉憲偉憲偉憲偉憲 
http://www.sugito.club 

第２５１２第２５１２第２５１２第２５１２回例会回例会回例会回例会    ２０１９年８月１５２０１９年８月１５２０１９年８月１５２０１９年８月１５日日日日休会休会休会休会    

第２５１３回例会第２５１３回例会第２５１３回例会第２５１３回例会    ２０１９年８月２２日２０１９年８月２２日２０１９年８月２２日２０１９年８月２２日    

移動例会（アグリパーク）移動例会（アグリパーク）移動例会（アグリパーク）移動例会（アグリパーク）    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     戸賀崎会長    

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                折原（正）会員 

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

幸手中央 RC 会長 小林 達郎様 

 昆 裕司様 

直前幹事 石橋 久充様 

鎌田 清久様 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                                戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会長会長会長会長    

今朝の情報番組で、日本もいよいよ熱

帯・亜熱帯気候帯に入ったと言っていま

した。最近、蚊が少なくなったと感じた人

はいないでしょうか？今まで生息してい

た蚊が住めなくなってきたそうです。それ

にかわり、これからデング熱・マラリアなどをもたらす凶暴

な蚊などが季節を問わず飛びまわるような事態になるか

もしれません。それでも平均気温は1 度しか上がっていま

せん。しかし、この平均 1 度が大きく、これからは、北海道

がお米やブドウの産地になってしまうかもしれないそうで

す。現実に西日本の温州みかん農家がイタリア産のブラ

ッドオレンジなどの品種に力を入れ始めたそうです。 

昨日、私は青少年交換アドバイザーとして、世界各国

から来た 15 名の留学生の合宿に参加をしてきました。最

近は、来日する前から日本語の勉強をしっかりしてくる子

が多いのが目立ちます。日本語が出来ることに越したこ

とはありませんが、会話が苦手でも、漢字が得意だったり

日本文化に興味があったりと、その子に応じたサポートを

していきたいと思っております。今年度は、会長ということ

で様々な委員会に携わることになります。来月の献血・ポ

リオ募金のご協力どうぞ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                                                                                                                        栗原幹事栗原幹事栗原幹事栗原幹事    

� 8/22本日例会終了後、パスト会長会

を開催致します。議題は 50 周年準

備委員会の発足についてですので

パスト会長、エレクトは出席よろしく

お願い致します。 

� 8/29 夜間例会では、新入会員歓迎会を開催致しま

す。新入会員の方々はご招待となります。 

� 2019-10 年度の地区補助金事業は、「公用車におけ

るドライブレコーダーの設置」で申請がおりましたの

でご報告を致します。※資料配布 

� 日韓親善会議再案内が届いております。地区全体

では 64 名、そのうち杉戸 RC は 6 名参加です。 

� 会員増強維持部門より、2019 年 10 月 6 日フレンディ

アにて開催される「会長フォーラム」の案内が届いて

おります。 

お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶         幸手中央幸手中央幸手中央幸手中央 RCRCRCRC    会長会長会長会長小林小林小林小林    達郎達郎達郎達郎様様様様 

私は今回 2 回目の会長です。最初の

会長は 12 年前、幸手中央 10 周年の時

でした。年々会長になる人が少なくなり 2

回目の就任となります。今回は少し余裕

を持って務められると思いましたが、セミ

ナー出席や青少年交換など色々と大変です。今回は、メ

イキャップ例会ということで、来週に各クラブを訪問した報

告会があります。ロータリーの根本は同じだと思いますが、

例会の進め方や雰囲気や内容など他クラブのいいところ

を吸収して帰ろうと思っています。 

先日、第 7G 会長幹事会がありましたが 4 クラブと大変

少なく寂しい感じです。皆様で再グループ編成の声をあ

げて頂き、是非とも皆さんと一緒になりたいと思っており

ます。3 クラブ合同例会よろしくお願い致します。 



お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶             幸手中央幸手中央幸手中央幸手中央 RCRCRCRC    鎌田鎌田鎌田鎌田    清久清久清久清久様様様様 

私は幸手中央の第 2 代会長です。当

時から矢島さん、真中さんには先輩とし

て大変お世話になりました。こちらには先

輩が多くてこちらにお世話になった方が

いいのではと思うほどです。というのも、

当クラブは、7 時半の開会なのですが、普段私が夕食を

取るのが 6 時半で、年をとると昼間の例会がとても魅力

的なんですね（笑）。月に半分はこちらのクラブにメイキャ

ップしてお世話になろうかと思いまして・・・冗談ですが。

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話                          日向英実会員日向英実会員日向英実会員日向英実会員    

 私は NHK でディレクタープロデューサ

ーという仕事をしていました。番組を作

る、最初の企画から、収録、放送するま

で付き合う仕事です。私は NHK スペシャ

ルというお堅い番組を作っていたので、

芸能人の方との付き合いもなく浮いた話はありません。

環境問題、宇宙、生命の進化、などを扱ってきました。 

 80 年代後半、日本の車対車の交通事故死者は、1 万 3

千人くらいいました。今は 4 千人くらいですね。当時交通

事故死者を減らそうとキャンペーンをしました。同じく車大

国の西ドイツでは交通事故死者が半減したとうことで、私

達は現地に取材に行きました。 

当時日本の教習所では、「事故を起こすとみじめな加

害者になり絶望的な生活を送る、事故を起こしたらおしま

いだ」という教え方をしていました。しかし西ドイツでは教

習所で、「事故を起こした時どうやって生存率を上げるか、

また危険をどうやって回避するのか」という教え方をして

いました。そして、事故を起こした時、いかに負傷者を早く

救出するかということでドクターヘリを紹介し、それによっ

て死者の割合が減り、社会復帰率が上がるなど、事故を

起こすことに恐怖を与えるのではなく、いかに生存率を上

げるかを紹介しました。また、当時の日本車が国内と輸

出用では衝突強度が違うということも暴露することとなり

国内メーカーからは、「国内基準はクリアしているんだか

らいいじゃないか」と批判が来ました。しかし、この放送を

きっかけに、安全に関する意識が変わり、各方面から「視

察に行きたいので紹介してほしい」と問合せが多くありま

した。実は取材してわかったのが、我々が行く前にすでに

日本では多くの団体が西ドイツに視察に行っていたんで

すね。名刺をたくさん見せて頂きました。でも残念なことに、

ただ視察に行っただけなんです。日本らしいですね。私は

番組を通してそれを伝えることができました。今ではドクタ

ーヘリがあり、衝突安全装置、エアバックの普及など、多

少は世の中のお役に立てたと思っています。 

原発の話も番組でやりました。日本の原発は本当に優

秀です。事故に対しとても冗長性が高い。最近起こってい

る不祥事と同じで、最初に開発してきた人たち、様々な反

対の中で頑張ってきた人は、とてもしっかりしています。

原発が絶対安全だなどと言わないし、リスクは必ずある、

しかしその中でいかにそれを少なくするかで頑張ってきた

人達です。それがひと世代交代するとその苦労を知らな

いので意識が変わってしまう。東電なんかは完全に判断

ミスですね。戦後頑張ってきた中で育ってきた人たちと比

べると日本は劣化したなあと思ってしまいます。 

私たちディレクタープロデューサーの中では、出世して

偉くなりたいと思う人は少ないです。その現場でずっとや

りたいと思っている人が多いです。部長というより、エグ

ゼクティブプロデューサーという肩書の方が、尊敬されま

す（笑）。なので、ずっとエグゼクティブプロデューサーで

いたかったのですが、番組制作局長とか放送局長とかを

やることとなりました。 

紅白歌合戦などは、毎年出演歌手について批判され

ます。世論調査などもやっているのですが、出て欲しい歌

手は出てくれないんですね。色々ありますが、私は7時台

から 11 半過ぎまでかかる長い番組など止めた方がいい

と言ってきた方なのですが、それに代わる番組がないん

です。紅白も昔は 80%くらいの視聴率があったのですが、

今は 40%を切ると大変だと言っています。 

朝ドラは、昔 8 時 15 分からでした。ニュース番組の「お

はよう日本」が 8 時 12 分までだったこともありますが、他

局のワイドショウが 8 時からなのと主婦方々も忙しいので

「ゲゲゲの女房」から放送時間を 8 時にしました。放送時

間については、放送文化研究所で常に調査をしています

が、局内では結構すったもんだありました。やってみると、

結果的にニュース番組の視聴率も上がり、ドラマの視聴

率も一気に上がりました。世の中そんなもんですね、結果

が良ければその後何も言われませんでした。 

 私が NHK にいた時は幸いに不祥事はなく、記者会見で

数名ならんで頭を下げるというようなことはありませんで

したが、一時大相撲の放送を中止した時には反響があり



記者会見をしました。大相撲と NHK は切っても切れない

昔からの関係がありますので、大変なことでした。 

大相撲の他に、絶対に放送をやめられない番組をご存

じでしょうか？それは、「将棋・囲碁の時間」です。視聴率

は 1%足らずですがこれを止めると熱狂的ファンからもの

すごい電話がかかってくるんですね（笑）。彼らを敵にま

わすのは大変ですからこれは絶対に止められません。 

また、教育番組の「おかあさんといっしょ」これに出演さ

せてくれという依頼が多くて困りました。ものすごい応募

があるんですね。一時週刊誌に書かれまして、それ以来

厳正な抽選の結果で出演してもらっています。 

今は NHK から国民を守る党というのもありますので、

清廉潔白な NHK になっております（笑）。 

 

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    21212121    23232323    0000    （（（（9999））））    47.7347.7347.7347.73%%%%    

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    

小林達郎様：小林達郎様：小林達郎様：小林達郎様：    本日は杉戸 RC にメーキャップに来ました。 

宜しくお願いします。 

昆昆昆昆    裕司様：裕司様：裕司様：裕司様：    本日は宜しくお願いします。 

石橋久光様：石橋久光様：石橋久光様：石橋久光様：    今日はお世話になります。 

鎌田清久様：鎌田清久様：鎌田清久様：鎌田清久様：    宜しくお願いします。 

戸賀崎会長：戸賀崎会長：戸賀崎会長：戸賀崎会長：    幸手中央 RC 御一行の小林会長、鎌田様、

昆様、石橋様、いらっしゃいませ。 

栗原幹事：栗原幹事：栗原幹事：栗原幹事：    お客様ようこそ。今日あぐりに来る前に、後ろか

ら車でクラクションならされ、追いかけられました。あおり

運転だと思いびびっていたら「よめ」でした。携帯忘れて届

けてくれました。ほっとしました。    

関口会員：関口会員：関口会員：関口会員：    明日凸版のビールまつり、雨が降らないよう念

じております。    

田中（啓）会員：田中（啓）会員：田中（啓）会員：田中（啓）会員：    8/1 に NPO 環境経営学会が地球環境は、

もはや持続可能とは言えず危機的状況にあると声明を出

したそうです。明日のビール祭、お天気を祈っています。 

委員会委員会委員会委員会報告（社会奉仕）報告（社会奉仕）報告（社会奉仕）報告（社会奉仕）                    古川古川古川古川委員長委員長委員長委員長 

9 月の例会案内にも記載されていま

すが、9/3 杉戸町の各小学校で「あいさ

つ運動」を行います。先日戸賀崎会長と

共に各学校にあいさつをして参りました。

皆様のご協力よろしくお願い致します。 

 

9/15 ポリオ撲滅・献

血運動 ポスターのデ

ザインが出来ました。

次回の例会までに人数

分を印刷しますので、

皆様の事業所に貼って

頂きたいと思います。

当日は杉戸ロータリー

クラブとしての記念品を

献血者に委員会で用意

したいと思いますので、

ご了承頂きたいと思います。 

 

 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員：会員：会員：会員：    来年 7 月 8 日聖火リレーが杉戸町を通過す

るとのこと楽しみですね。 

野口（美）野口（美）野口（美）野口（美）会員：会員：会員：会員：    宜しくお願いします。 

仁部仁部仁部仁部会員：会員：会員：会員：    涼しくなると疲れが出ますね。お身体御自愛く

ださいませ。お蔭様で 8/14 喜んで 56 歳になりました。」

杉戸の銘酒で消毒して 4 年間頑張ります。 

古川古川古川古川会員：会員：会員：会員：    お客様本日はありがとうございます。9 月 15 日

ポリオ募金と献血、ご協力よろしくお願いします。 

折原（正）折原（正）折原（正）折原（正）会員会員会員会員：：：：    お客様ようこそ。    

細井会員：新井会員：矢島会員：細井会員：新井会員：矢島会員：細井会員：新井会員：矢島会員：細井会員：新井会員：矢島会員：    

田中（昌）会員：田中（昌）会員：田中（昌）会員：田中（昌）会員：渡辺（孝）会員：渡辺（孝）会員：渡辺（孝）会員：渡辺（孝）会員：お客様ようこそ。本日も宜

しくお願い致します。    

武井武井武井武井会員：会員：会員：会員：真中会員：真中会員：真中会員：真中会員：お客様ようこそ。    

折原（弥）会員：折原（弥）会員：折原（弥）会員：折原（弥）会員：日向日向日向日向会員：会員：会員：会員：大作会員：中野会員：大作会員：中野会員：大作会員：中野会員：大作会員：中野会員：    

大作会員：大作会員：大作会員：大作会員：        

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 ３７，５３７，５３７，５３７，５００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 １９６１９６１９６１９６，００，００，００，００００００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    １，３１，３１，３１，３００，０００円００，０００円００，０００円００，０００円    

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

    



                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    30303030    14141414    0000    （（（（9999））））    68.1868.1868.1868.18%%%%    

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    

戸賀崎会長：戸賀崎会長：戸賀崎会長：戸賀崎会長：    親睦ゴルフに沢山の会員の方に参加頂きあ

りがとうございました。夏休み最後の楽しい日でした。 

田中（啓田中（啓田中（啓田中（啓））））会員：会員：会員：会員：    今日はありがとうございました。気持ちよく

プレーを楽しめました。 

古川会員：古川会員：古川会員：古川会員：    お世話になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野口（美）会員：野口（美）会員：野口（美）会員：野口（美）会員：     ゴルフお疲れ様でした。今夜も宜しくお願

い致します。 

折原（正）会員：折原（正）会員：折原（正）会員：折原（正）会員：     ゴルフお疲れ様でした。 

五十嵐会員：大作五十嵐会員：大作五十嵐会員：大作五十嵐会員：大作((((忠忠忠忠))))会員：長岡会員：宮田会員：会員：長岡会員：宮田会員：会員：長岡会員：宮田会員：会員：長岡会員：宮田会員： 

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 ４１，０４１，０４１，０４１，０００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 ２７５２７５２７５２７５，００，００，００，０００円０円０円０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    １，３１，３１，３１，３００，０００円００，０００円００，０００円００，０００円    

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 

8/298/298/298/29 親睦ゴルフコンペ（ゴールド栃木プレジデント親睦ゴルフコンペ（ゴールド栃木プレジデント親睦ゴルフコンペ（ゴールド栃木プレジデント親睦ゴルフコンペ（ゴールド栃木プレジデント CCCCCCCC））））    

第２５１４回例会第２５１４回例会第２５１４回例会第２５１４回例会    ２０１９年８月２９日２０１９年８月２９日２０１９年８月２９日２０１９年８月２９日        新入会員歓迎会（和泉屋）新入会員歓迎会（和泉屋）新入会員歓迎会（和泉屋）新入会員歓迎会（和泉屋）    

優勝：五十嵐会員（優勝：五十嵐会員（優勝：五十嵐会員（優勝：五十嵐会員（86868686））））    準優勝：戸賀崎会長（準優勝：戸賀崎会長（準優勝：戸賀崎会長（準優勝：戸賀崎会長（85858585））））    ３位：古谷３位：古谷３位：古谷３位：古谷    豊会員豊会員豊会員豊会員(96)(96)(96)(96)        4444 位：中野会員（位：中野会員（位：中野会員（位：中野会員（89898989））））    
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