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Light Up Rotary
会長
第２２５５回例会
第２２５５回例会 （ 2014 年 9 月 11 日）
点鐘
廣井会長
ロータリーソング 「君が代」「奉仕の理想」
四つのテストの唱和
会長挨拶
廣井会長

廣井慎一

幹事 古谷 豊

理事会報告

古谷幹事

皆さんこんにちは。9 月 6 日の合併記念式典
はご苦労様
でした。合
併後初めて

①

9 月、10 月のプログラム

の例会とな

9 月 25 日→夜間例会 18：30（和泉屋）

りますが、

10 月 23 日→公式訪問リハーサル

お互いに協

10 月 30 日→夜間例会 18：30（高橋屋）

力して新生

②

杉戸ロータ
リークラブを作って行きたいと思います。

行委員長より中間報告がありました。
③

合併後は 39 名でのスタートとなり第６グル
ープ内では春日部の 41 名に次いで二番目にな

20 周年会計報告について細井実
11 月 23 日（土）杉戸町音楽祭に
ついて真中会員より説明がありました。

④

12 月 18 日（木）クリスマス家族

りました。2770 地区 75 クラブのうち 39 名以上

例会については親睦委員会で企画する。

は浦和、大宮西など浦和、大宮近辺と越谷、川

・結婚・誕生祝いについては本人の誕生日

口方面でしょうか。当クラブも頑張って増強を

に誕生祝品を送る。

していきたいと思います。

⑤

新しいクラブと歴史のあるクラブが合併する

草案を作り 9 月 18 日（木）の臨時理事会で

ということは家で言えば新築ではなくリフォー
ムするようなもので、今あるものをより良い方

委員会構成については廣井会長が
決定する。

⑥

地区大会の登録料は全員クラブ負

向に進めていけたらと思います。そのためには

担とする。晩さん会については会長・幹事

個人個人の気持ちの持ち方ですから一緒に酒を

以外は個人負担。

飲みながら気持ちをひとつにしていきたいと思
います。皆さんこれからも宜しくお願い致しま

⑦

クラブ研修リーダーは廣井会長と
する。

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

幹事報告

古谷幹事

①

職業奉仕月間セミナープレミアム

委員会報告
米山記念奨学委員会

夜話会のご案内

米山記念奨学会より関口会員に感謝状が届いて

日時

10 月 17 日（金）午後 1：30～

おりますので授与致します。

場所

ラフォーレ清水園

講師 「知っているようで知らない“がん”
の話し」谷川啓司先生
②

蕨ＲＣより創立 50 周年記念式典
として安心安全まちづくりフォーラムを 11
月 18 日（土）に開催のご案内

クラブ活動報告

廣井会長

合併をしてふたつのクラブが一緒になった訳

親睦委員会

折原弥五郎会員

ですが、お互いのクラブを理解するためにそれ
ぞれのクラブがやってきた活動報告をしたいと
思います。
まず、杉戸中央ＲＣが主にやってきたことは次
の通りです。
・15 周年記念事業「杉戸町町民ゴルフ大会」
・あいさつ運動（朝 7：30～8：00 小学校の校門
8 月 27 日（水）に第６フループゴルフ大会の

に立って子供たちに挨拶をする）
・エコキャップ収集（継続事業）

打ち合わせがあり下記の通り決まりましたので

・がん撲滅講演会

ご報告致します。

・杉戸町音楽祭（継続事業）

開催日

平成 26 年 11 月 5 日（水）

・献血運動

開催場所

千葉ＣＣ川間コース

参加資格

第６グループ会員、各ロータリー関

クラブ活動報告

元会長

係者及び一般参加希望者

渡辺孝会員

杉戸ＲＣが主にやってきたことは次の通りです。
・町内中学校（3 校）に図書寄贈（3 年間で終了）
・町内小学校（6 校）に図書寄贈（5 年間の継続
事業）いずれもロータリー文庫とする

南・西・東

登録料

各クラブ負担金
個人登録料

５０，０００円
５，０００円

今回は一般の方も募集すると云うことで申込書
が用意してありますので皆さんお持ち下さい。

・杉戸町流灯まつりに寄付箱を設置して寄付に
協力してくれた人にヤキトリと飲み物をふる
まう（継続授業として富岡町の復興支援）
・産業祭にバザー出店（ポリオや障害者団体、
富岡町復興支援等に寄付）

青少年交換員会
青少年交換 員会

廣井会長

今年度、青少年交換学生を受け入れていまし
て本来ならばカウンセラーの栗原会員が報告を
する予定でしたが学校関係で来られないとのこ

・障害者記念

とでメッセージを預かっていますので抜粋して

週間に餅つき

紹介します。

で協力

サムは 8 月 21 日に来日し、大吉にて会員と一

・エコキャッ

緒に食事をしました。翌日、住民登録、保険証

プ収集

の取得、その後、動物公園で花火大会を楽しみ
ました。25 日には共栄高校に行き、定期券の購

入、生徒手帳を作成し、9 月 1 日より通学を始

循環のまちづくりをするに当たって、目標を定

めました。初日は緊張していたようですが、2

めました。現在ゴミになっているものを、地域

日からはクラブ活動でバスケットボールを始め

資源として活かすこと」「住民・事業所・行政が

て部活がある日は毎日 7 時半ごろの帰宅になっ

役割分担し、それぞれが責任を果たすこと」「食

ています。

やエネルギーを出来るだけ地域で自給するこ

9 月 6 日の合併記念式典に出席、7 日は交換留

と」「自然を大切にし、助け合い、汗を流し、何

学生のオリエンテーションに参加、16 日には春

ひとつ無駄にしない」「先人の暮らしの知恵に

日部で共栄高校に通う交換学生 3 名のウエルカ

学ぶこと」の四つです。循環のまちづくりは住

ムパーティーがあります。今は当社の社員宅に

民との協働作業です。

てお世話になっていますが、10 月 19 日には第
二ホストである「高倉家」に引っ越します。第

出席報告

三ホストは折原正昭会員、そして第四は私、栗

出席免除

原家になる予定ですが、どなたかお手伝いを出
来る会員がいましたらよろしくお願い致します。

雑誌紹介

馬場会員

本来ならば雑誌委員長が紹介するのですが欠

9/11

折原（弥）会員
２名

会員数
39

出席
22

欠席
17

スマイル報告

MU 出席率
8
81%
折原（弥）会員

廣井会長・・・これから宜しくお願いします。

席というこ

関口会員・・・本日より正式にお世話になりま

とで急に言

す。9
す。9 月 6 日、20
日、20 周年ご苦労様でした。

われたもの

矢島会員・・・本日より杉戸ＲＣの皆様宜しく！

ですから簡

渡辺孝会員・・・本日より信金さんでお世話に

単に紹介し

なります。宜しくお願いします。

ます。

折原（正）会員・・・来週は卓話をします。皆

縦書きの
４Ｐ～８Ｐ

様、ご参加宜しくお願いします。
大作会員・・・いよいよ始まりました。宜しく
大作会員・・・いよいよ始まりました 。宜しく

に福岡県（大木町）の「環境のまちづくり」と

お願い致します。

いう町長の講演要旨が載っています。
「今、資源

武井会員・・・先日の 20 周年記念、おめでと

環境のまちづくりに取り組んでいますが、この

うございました。

事業を通して私が言えることは、まちづくりは

細井（勝）会員・・・宜しくお願いします。こ

行政だけでは何もできない、地域住民の皆さん

れから東京お台場へ行きます。

と一緒にやって初めてまちづくりが進むものだ、

古谷会員・・・一緒に仲良く前を向き、杉戸町

ということです。無理をせず地域で出来ること

の為によろしくお願いします。

から始めていこう、というのが、大木町による

戸賀崎会員・・・北海道の水害に遭われた皆様

事業の精神です。無駄の多い今の社会を、少し

の心中をお察し致します。被害が大きくならな

だけでも見直して、子どもたちの時代にツケを

いようにと祈ります。

残さないようなまちづくりをしようというもの

落合会員・・・ようやく涼しくなりました。し

です。」「私は常々、財政が健全でなければ、ど

かし全国各地で大雨、困りますようね
かし全国各地で大雨、 困りますようね！
困りますようね ！

んなにまちづくりの理想を掲げていても、最終

加藤会員・・・入会 2 カ月。先日の合併記念式

的には何もできない、と思っていますから、健

典でロータリーのイメージがつかめました。今

全財政の中で、身の丈にあった施策を実行して

後ともよろしくお願します。
後ともよろし くお願します。

いく、それが循環のまちづくりであるという位

以下同文・・・全会員より

置付をして、取り組んでいます。」「大木町では

本日投入額
累計額

２８，０００円
２６６，５００円

