
 

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 

    

 

第２２５８第２２５８第２２５８第２２５８回例会回例会回例会回例会    （（（（2014201420142014 年年年年 10101010 月月月月 2222 日）日）日）日）    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                廣井会長廣井会長廣井会長廣井会長    

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    「君が代「君が代「君が代「君が代」」」」「奉仕の理想」「奉仕の理想」「奉仕の理想」「奉仕の理想」    

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    

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会長幸手中央ＲＣ会長幸手中央ＲＣ会長幸手中央ＲＣ会長                            石橋久充様石橋久充様石橋久充様石橋久充様    

埼玉杉戸ボーイズ代表埼玉杉戸ボーイズ代表埼玉杉戸ボーイズ代表埼玉杉戸ボーイズ代表                    佐藤秀人様佐藤秀人様佐藤秀人様佐藤秀人様    

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                廣井会長廣井会長廣井会長廣井会長    

    

    皆さんこんにちは。お客様ようこそ。 

サムはこの前来た時よりも更に日本語が上達し

て、四つのテストの時は口を動かしてしました。 

 さて、職業奉仕のメールがいくつか届いてい

ますので紹介します。エボラ出血熱関連の記事

ですが、アメリカのロータリアンが小さい頃は

ゴミ箱をあさるような生活で学校にもあまり通

えなかったそうです。大人になってそれなりに

成功をしたのでリベリアの子どもの為に学校を

作ったそうです。しかし、なかなか学校に通う

こともできない子どもの為に 2 週間程度のプロ

グラムを作り、ようやく軌道にのりかけた時に

エボラ出血熱が広がったそうです。日本のよう

に恵まれた環境ではないので、手を洗う水さえ 

 

 

無い状態ですので、なかなか改善は難しそうで

す。 

 日本でもデング熱の方は落ち着いているよう

ですが、また、来年の夏になったらどうなるこ

とでしょうか？！国際ロータリーでも色々と支

援はしていることと思います。 

 また、日本では木曽御嶽山の爆発で大変なこ 

とになりました。3,000ｍ級の山にしては気軽に

登れる山として大勢の方々に親しまれていたよ

うで、沢山の犠牲者を出してしまいました。 

 

理事会報告理事会報告理事会報告理事会報告       折原（正）副幹事折原（正）副幹事折原（正）副幹事折原（正）副幹事    

① 10 月、11 月のプログラム 

10 月 23 日 公式訪問リハーサル 

10 月 30 日 16：30～夜間例会 高橋屋 

11 月 13 日 地区大会に振替 

11 月 20 日 11 月 18 日 公式訪問に振替 

11 月 27 日 11 月 23 日 音楽祭に振替 

② 次年度地区役員について 

人選については会長預かりとする。 

③ 年度計画書について 

慶弔規定・・・原則として家族一親等まで、

但し会長判断により支出可。 

職業分類・・・所属会員の分類以外に 15 程

度分類を設ける。 

活動計画・・・10 月 9 日までに提出のこと。 

④ クリスマス会について 

日時 平成 26 年 12 月 18 日（木） 

場所 大宮駅西口 東天紅 

Rotary ClubRotary ClubRotary ClubRotary Club    ofofofof    SUGITOSUGITOSUGITOSUGITO    

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    
2014201420142014～～～～2015201520152015 年度年度年度年度    RIRIRIRI のテーマのテーマのテーマのテーマ    

Light Up Rotary 
    

会長会長会長会長        廣井慎一廣井慎一廣井慎一廣井慎一            幹事幹事幹事幹事    古谷古谷古谷古谷    豊豊豊豊    



 

 

⑤ 春日部ＲＣ50 周年記念式典につ

いて  （登録頂いた 18 名程度の登録） 

個人負担 10,000 円クラブ負担 5,000 円 

⑥ 春日部市内高校野球大会について 

例年通り 10,000 円協賛することとする。 

⑦ 新入会員については承認したので

推薦状を会員全員にＦＡＸする。 

 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告            古谷幹事古谷幹事古谷幹事古谷幹事    

① 来週10月9日に職業奉仕について

の卓話がありますので皆様方の出席をお願

いします。 

    

近況報告近況報告近況報告近況報告                                サム・ゴードン様サム・ゴードン様サム・ゴードン様サム・ゴードン様    

 

 前もお話したと思いますが、今は春日部共栄

高校に行っています。クラブはバスケットボー

ルをやっています。同じクラブに今度交換学生

に合格した小泉君もいます。毎日とても楽しい

です。 

 

ご挨拶ご挨拶ご挨拶ご挨拶                                                石橋久充様石橋久充様石橋久充様石橋久充様    

    

 皆さんこんにちは。本日は私の息子もお世話

になりました埼玉杉戸ボーイズの佐藤様と一緒

に伺いました。子供たちの野球の練習場を確保

することが難しくなってきておりますので何と

か皆様のご支援をお願い致します。 

 

ご挨拶ご挨拶ご挨拶ご挨拶            佐藤秀人様佐藤秀人様佐藤秀人様佐藤秀人様    

    

 本日、石橋様と一緒に伺いましたのは埼玉杉

戸ボーイズという硬式野球チームの練習場の件

についてのお願いです。今までは幸手高校のグ

ランドを使わせてもらっていたのですが、幸手

高校が競売にかかってしまい、練習場がなくな

ってしまいました。そこで、何とか練習する場

所を確保したいと思い、皆様のご協力をお願い

いたします。 

 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

米山記念奨学委員会米山記念奨学委員会米山記念奨学委員会米山記念奨学委員会    

    

米山記念奨学会より矢島会員にメジャードナー

の感謝状が届いておりますので授与します。 

 

雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介                                                関口会員関口会員関口会員関口会員    

    
皆さんこんにちは。今日、突然、雑誌紹介をす

るように言われたので今、慌てて読んだところ

です。 

 10 月は職業奉仕月刊、米山の月間ですのでこ

れらの関連記事が多く、抜粋して紹介をいたし

ます。 



 

 

 まず、横書きの３P の RI 会長メッセージは

「ポリオ撲滅活動に輝きを」ということで

「1985 年、ロータリーのポリオプラスプログラ

ムが始まりましたが、その目標は、この体が動

かなくなる病気を予防するために 5歳以下の全

ての子供たちに免疫を与える、という単純なも

のでした。1988 年には世界保健機関（WHO)

の総会で１６６の加盟国が満場一致で、ポリオ

撲滅を目標にすることが決まりました。」 

 横書きの７P~12P には「考えよう 語り合お

う 実践しよう 職業奉仕」「I Serve の究極

にあるもの 職業奉仕」の中の９P を抜粋して

紹介します。「東洋思想の「善因善果悪因悪果」

論、二宮尊徳の「報徳教」伝教大師最澄「道心

の中に衣食あり」近江商人の「三方良し」・・・

など、職業奉仕と同じ理念と説かれています（安

平和彦 PG）」このような考え方が日本人には大

変わかりやすいかもしれません。よく私が言っ

ているのは「三方良し」売る方も買う方も全て

の人にとって良い商売をするということです。 

また、１３P には職業奉仕入門が載っています

ので抜粋して紹介します。「ロータリーは創設

当初より」、事業と専門職における高潔性を土台

とする理念を築いてきた。ロータリークラブお

よび個々のロータリアンは、職業奉仕に献身し、

すべての取引において高い倫理基準を守るよう

尽力する。これらのことは、ロータリーの目的

（綱領）中核的価値観（奉仕、親睦、多様性、

高潔性、リーダーシップ）四つのテスト、およ

びロータリークラブの行動規範にて要約され、

世界各地で活動 7するロータリークラブおよび

ロータリアンによって実行されるものである。」 

 同じく横書きの１７P～２１P には米山月間

に因んでの記事が載っていますので是非読んで

みて下さい。 

 横書きの３５P～３７P には「ロータリー希

望の風奨学金」の記事が載っていますので読ん

でみて下さい。これは東日本大震災で両親もし

くは片親を亡くした遺児たち（大学生、短大生、

専門学校対象）に奨学金を給付するもので、入

学から卒業まで毎月 5 万円を継続して給付し、

返還を求めないものであります。 

 ３９P には「ロータリーの新しい規定の決ま

り方」が載っています。「規程審議会は 3 年に

一回開催されますから、次回は 2016 年に開催

されます。規定審議会では、全世界のすべての

地区から選出された代表議員が、提出された立

法案を一つひとつ審議し、採否を決めていきま

す。立法案は、その規程審議会が開催される前

年度の 12 月 31 日までに、RI 事務総長に提出

されなければいけません。」 

 縦書きの４Ｐ~８P には講演の要旨が載って

いますので紹介します。講師は一橋大学大学院

商学研究科教授の田中一弘氏で「渋沢栄一から

読み解く 21 世紀の経営者精神」というテーマ

です。「渋沢栄一は、道徳と経済は、本質的に一

致すると言っています。道徳と経済とは紙の裏

表、表裏一体だ、と言っています。紙の表に道

徳、裏に経済と書いてあり、紙ですから透けて

見えます。道徳の側から見れば経済が透けて見

え、経済の側から見れば道徳が透けて見えます。

このように表裏一体だというのが、「道徳経済

合一」です。これは「論語と算盤」と言われた

り、「士魂商才」と言われたり「義理両全」と言

われたりします。一言でいえば「道徳と経済は

本質的に一致する」ということです。 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告            栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員    

 会員数 出席 欠席 MU 出席率 

10/2 39 22 17 10 82% 

  

スマイルスマイルスマイルスマイル報告報告報告報告             栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員    

石橋様・・石橋様・・石橋様・・石橋様・・埼玉杉戸ボーイズ応援お願いします。埼玉杉戸ボーイズ応援お願いします。埼玉杉戸ボーイズ応援お願いします。埼玉杉戸ボーイズ応援お願いします。    

廣井会長・・・石橋会長、佐藤様ようこそ！廣井会長・・・石橋会長、佐藤様ようこそ！廣井会長・・・石橋会長、佐藤様ようこそ！廣井会長・・・石橋会長、佐藤様ようこそ！    

大作会員・・・「火の車」というのは良く聞き大作会員・・・「火の車」というのは良く聞き大作会員・・・「火の車」というのは良く聞き大作会員・・・「火の車」というのは良く聞き

ますが「火の山」というのはあまり知りませんますが「火の山」というのはあまり知りませんますが「火の山」というのはあまり知りませんますが「火の山」というのはあまり知りません

ね！ね！ね！ね！    

古谷会員・・・古谷会員・・・古谷会員・・・古谷会員・・・10101010 月月月月 1111 日、赤い羽根共同募金が日、赤い羽根共同募金が日、赤い羽根共同募金が日、赤い羽根共同募金が

始まりまし始まりまし始まりまし始まりました。皆さん宜しくお願いします。た。皆さん宜しくお願いします。た。皆さん宜しくお願いします。た。皆さん宜しくお願いします。    

関口会員・・・すぎぴょんグッズよろしく！関口会員・・・すぎぴょんグッズよろしく！関口会員・・・すぎぴょんグッズよろしく！関口会員・・・すぎぴょんグッズよろしく！    

下津谷会員・・・新会員推薦の書類を下津谷会員・・・新会員推薦の書類を下津谷会員・・・新会員推薦の書類を下津谷会員・・・新会員推薦の書類を 2222 名分舟名分舟名分舟名分舟

越会員より預かりました。町長推薦だとか・・・越会員より預かりました。町長推薦だとか・・・越会員より預かりました。町長推薦だとか・・・越会員より預かりました。町長推薦だとか・・・

増強はいいですね！増強はいいですね！増強はいいですね！増強はいいですね！    

本日投入額本日投入額本日投入額本日投入額                                ３３３３３３３３，０００円，０００円，０００円，０００円    

累計額累計額累計額累計額                                    ３６１３６１３６１３６１，５００円，５００円，５００円，５００円    
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