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2014 年 11 月 6 日
廣井会長

廣井慎一

幹事 古谷 豊

幹事報告


折原（正）副幹事

2015 年 6 月サンパウロ国際
大会の登録 予 定数のアンケ

君が代 奉仕の理想

ートが届いております。当クラ
ブ では 、昨 年 度 の実 績 等 か
ら考慮し 8 名と回答してあり

2014-15 年度青少年交換ホストファミリー

ますが、多くの皆様の登録をお願い致します。

高倉賢子様
2014-15 年度交換留学生

サム・ゴードン君



11 月のロータリーレートは、1 ﾄﾞﾙ 106 円です。

小泉蒼馬君



国際ロータリーより、2014-15 年度会長賞に関

2015-16 年度派遣生
新入会員

会長挨拶

小川勝之様

する変 更 についてと最 新版 の会 長 賞 要 項 が

茂田泰典様

届いています。

廣井会長



社会奉仕部門より、2570 地区「さきまた古墳

第 6 グループチャリティゴルフ

群」の世界遺産登録推進事業におけるキャラ

参加者の皆様、昨日はお疲れ様

バン卓話受け入れのお願いが届いています。

でした。ゴルフの後は大 吉さんで

このキャラバンは、行田 RC、行田さくら RC、吹

二次会を開きましたが、石井会員

上 RC の協力で実施されます。

と小林会員の奥様も参加して頂き



地区 大 会記 念 ゴルフ大 会中 止に伴う故 事㎜

楽しい懇親会となりました。やはりテーブルを囲み

負担登録料変換の案内と記念品の受け渡し

お酒が入ると皆さんいつもの例会場では見られな

について案 内が届いております。記 念品 は、

い一面が見られますね。このような懇親会を重ねる

地区大会のクラブ受付で渡されます。

ごとに皆さんと親しくなっていくような気がします。



ロータリー財団部門より、「地区補助金」報告

本日は、青少年交換の留学生サム君と次年度

書について、事業終了後 2 週間以内にすべて

派遣生の小泉君が来ております。彼らは、共に春

の書類を提出するよう案内が届いております。

日部共栄高校のバスケット部で仲良くやっているよ



青少年奉仕部門より、平成 26 年 12 月 4 日

うです。これから小泉君は、毎月の派遣生オリエン

(日)北浦和ターミナルビル 3F カルタスホール

テーションで英語でのスピーチや留学の心得につ

で開催される「第 4 回来日学生オリエンテーシ

いて学ぶと思いますが、出発までにかなり成長する

ョン」および「手巻き寿司」講習会の案内が届

と思いますので期待しております。

いております。会長、幹事、カウンセラーの出
席をお願い致します。

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

11 月理事会報告
月理事会 報告

渋谷エレクト

12 月例会予定
4 日 誕生祝、雑誌紹介
11 日 年次総会。上半期実績報告
18 日 クリスマス会（東天紅）
25 日 休会（年末年始）
 2014-15 年度ライラ研修セミナーについて
2015 年 4 月 4 日（土）2 泊 3 日岩手県宮古市
ロータリアン 75,000 研修生：60,000 円
（小柳会員社員・米山奨学生）4 名参加予定
クラブ負担額：120,000 円


3 クラブ合同例会（幸手中央・春日部 EV・杉戸 ）
今年度ホストクラブ（杉戸 RC） 2 月 19 日（木）
19 時点鐘 会場は未定（暫定：和泉屋）



12/18（木）クリスマス例会について
11 月 6 日現在申込状況（28 名）
ビンゴゲームやお土産、お子様プレゼントなど
の予算 100,000 円以内、会場が遠いのでお
土産等は荷物にならないもので検討



11/16（日）地区大会 大宮ソニックシティ
東武動物公園駅改札に 11:00 集合



親睦ゴルフ大会を年内に開催



交換留学生（サム・ゴードン）修学旅行（シンガ
ポール）費用クラブ負担 100,000 円

お客様挨拶

ホストファミリー高倉賢子様

私は、杉戸 RC 様スポンサー
のもと 2014-15 年度派遣生とし
てイリノイ州 に留 学 している高
倉 早 紀 の母 です。こ の度 は大
変お世話になっております。
現在は交換留学生のサム君
を 10 月 18 日よりお預かりさせて頂いております。
サム君の様子ですが、毎日 6 時 30 分頃起きて朝
食を食べて 7 時 15 分頃学校へ行きます。バスケッ
ト部に所属して頑張っているので、夜は 7 時～8 時
頃帰ってきます。平日は帰宅後夕食を食べて少し
休み自分の部屋で過ごしています。土日は部活動
へ行ったり、ロータリーの集まりに行ったりしている
ので、まだ家族で外出する機会はありません。
我が家は一人娘ですので、実は男の子をお預か
りするのがとても不安でした。しかし、サム君はとて
も良い子で毎日主人と楽しく過ごしてくれています。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

交換留学生挨拶

サム・ゴードン君

交換留学生のサム・ゴードン
です。2 か月前にアメリカから来
ました。日本に来てからのこの
2 か月間はとても楽しく過ごしま
した。僕 は今 バスケット部 で放
課後活動しています。そして毎週火曜日と木曜日
は日本語のレッスンがあります。日本語は友達と
話しているとどんどん出来るようになります。これか
らの 8 か月もとても楽しみにしています。杉戸 RC の
皆さんホストクラブになって頂き本当にありがとうご
ざいました。

20152015-16 年度派遣生挨拶

小泉蒼馬君

春日部高校 2 年の小泉蒼馬
です。私はバスケット部に所属
しサム君 と共 に部 活 動 や練 習
試合などに参加しています。私
が交換留学生に応募したのは、
語学を勉強し将来パイロットに
なりたいからです。特に英語を勉強したいので派遣
国はアメリカを希望しています。今後ともよろしくお
願い致します。

新入会員挨拶

小川勝之会員

この度杉戸 RC に入会させて頂
きます小川勝之と申します。事業
所は「株式会社幸和」主に公共工
事と民間の造成関係の土木工事
をやっております。家 族 構 成 は、
妻と大学 3 年生の長女、19 歳の長男は横浜でイタ
リアンの修行をしております。次女は中学 1 年生で
広島中学校へ通っています。ロータリーのことはま
だ分かりませんので皆さんのご指導をよろしくお願
い致します。

新入会員挨拶

茂田泰典会員

杉戸 RC に入会させて頂きます
茂田泰典です。事業は杉 戸町の
水道工事をやっております。家族
構成は、妻と小学生の子どもが 2
人 います。趣 味 は往 還 道 楽 で休
日に車であちこち行っています。ロータリーの事は
まだ分かりませんが、皆様に色々教えて頂き少し
でも力になりたいと思っております。

雑誌紹介

小柳会員

赤平 RC の特徴は何でしょう？と尋ねると、「チー

ロータリーの「友」より横欄の

ムワークです。何をやるにしても必ず一丸となって

P.3「RI 会長メッセージ」をご覧くだ

まとまる。」なのだそうです。来年度創立 40 周年を

さい。『ロータリーの友情と奉仕に

迎えるこのクラブは、ローターアクトの活動も盛んで

輝きを』をご紹介致します。

地域と一体となった活動のほか、クラブ内では野球

黄其光（Gary C.K. Huang）RI 会

や歌などチームワークが必要な活動も活発に行わ

長は、今年度に入って 22 か国、数十もの都市を訪

れています。まさに RI 会長が言っている友情と奉

れて様々な行事に出席して今まで以上にロータリ

仕なのでしょう。

ーを楽しんでいると言っています。

クリスマス会について

落合会員
落合 会員

彼は、ロータリーの奉仕をレンガに例え、レンガ

本日は、12 月 18 日（木）に行わ

同士をつなげるモルタルが友情でありそしてそのレ

れるクリスマス例会についてお話

ンガで出来た建物がロータリーだと言っています。

します。場所は大宮駅西口にある

また、ロータリーには、強い友情と素晴らしい奉

東天紅 JACK 大宮店 18 階です。

仕とが密接な関係にあり、ロータリーが楽しければ

集合は 5 時 45 分 6 時に開演なの

より熱心に活動をしたくなる。友達に会いたくて会

で遅れないようにお願い致します。会費は 8,000 円

合が楽しみになり、たとえ忙しくてもロータリーを優

ご夫人が 5,000 円です。会費は当日徴収とあります

先してしまう・・・109 年以上たった今もロータリーが

が、人数が多いのでできれば例会内でお願いでき

あるのは、そんな理由からですと会長は断言してい

ればと思います。ビンゴゲームやプレゼント用意し

ますね。最後に「友のいない生活は、太陽のない生

て楽 しく 過 ご して頂 けると思 います ので、大 勢 の

活のようなものである（如果人生没有朋友 就等於

方々の御出席をお願い致します。

没有太陽）」と言っています。

杉戸町音楽祭拶について

廣井会長

縦欄 P70“わがまちそしてロータリー”から『北海

11 月 23 日（日）杉戸町音楽祭がカルスタすぎと

道赤平市 どん底から再生へ 町を愛する人たちの

で開催されます。これは杉戸中央 RC 真中年度か

底力』をご紹介します。私 も北海道出身で赤平市

らスタートした継続事業です。あいさつ運動で交流

から近い深川市に 20 歳まで住んでおりました。赤

のある学校の先生などから、町内の中学校・高校

平市は炭鉱の町でかつては大変栄えておりました。

の吹 奏楽 部の予 算のない現 状 を聞 き、部費 の支

ところが 20 年前に最後のヤマが閉山され、最盛期

援と学校間の交流を目的に始めた事業です。

には 6 万人を超えた人口が今では 1 万人強になっ

また杉戸高校吹奏楽部 OB からなる団体「杉の

てしまった。7 年前には皆さんご存知の産炭地だっ

子吹奏楽団」の新井団長が是非ともこの事業に協

た夕張市に次ぐ財政破産の状況に至っていました。

力したいと、各学校の顧問の先生と専門的な打ち

その後ロータリアンが中心とした頑張りで今では活

合わせや楽器の貸出等積極的に参加してくれてい

気のある町に変わってきている。

ます。回を重ねるごとに楽器の貸し借りなど各学校
との交流も深まり一定の効果を上げてきています。
当日は、カルスタすぎと
に 9 時集合、杉の子吹奏
楽団の方々と会場づくり、
11 時から食事で、12 時開
場、12 時 30 分開演という
流れになります。また、
今年は「ロータリーデー」と
しての申請もしております
ので是非とも皆様のご協力をお願い致します。

3 クラブ合同例会について

廣井会長

出席報告

折原会員
折原 会員

幸手中央 RC・春日部 EV・旧杉戸中央の 3 クラブ合

会員数 出席
40
19

同例会を予定しています。この 3 クラブは創立時期

スマイル報告
スマイル 報告

がほぼ同じで今年で皆 20 周年を迎えていいます。

廣井会長： 高倉様ようこそいらっしゃいました。サム

その当時からこの合同例会が始まり今に至ってい

君、小泉君、有意義な学生生活を送ってください。

ます。始まりが 19 時と遅いですが、これは夜の例

小川さん、茂田さんこれからよろしくお願いします。

先程理事会報告にもありましたが 2 月 19 日（木）

欠席
21

免除
2

MU
10

出席率
77.50%
77.50%
折原会員
折原 会員

会である 2 クラブに合わせた時間となっております

渋谷会員： お客様ようこそお越しくださいました。

のでご了承ください。今年は当クラブがホストとなり

舟越 会員： 茂田さん、小川さん入会おめでとうござ

ますので、杉戸中央の継続事業ですが、ロータリー
の友情として杉戸の皆様にも是非出席して頂きた

関口会員： 小川さん、茂田さん入会おめでとう。これ
からどうぞよろしく。

いと思います。よろしくお願い致します。

ロータリー財団の賞について
ロータリー財団の賞 について

います。

関口パスト
関口 パスト

ロータリーの「友」横欄の P.33 に「ロータリー財団

篠原会員： 申し訳ありません、早退します。
馬場会員： 昨日はチャリティゴルフお疲れ様でした。

の賞、日本国内受賞者リスト」があります。特別功

田中会員： 本日は早退します。

労賞と功労表彰状がありますが、私は昨年特別功

栗原会員： インフルエンザが流行っています。杉中

労賞を頂きました。今年は川口モーニング RC の田

では、1 年と 2 年が学級閉鎖になっています。気を

村 PG ですね。その下にある第 2830 地区の黒田さ

付けましょう。

んは、RI 理事を務めた方です。この賞は世界中で
150 名ほどしか貰えない賞ですが、なぜか 2770 地

大作 会員： オバマさんはともかく逸ノ城さんには頑
張ってほしいものです。

区は毎年パストガバナーが頂いており素晴らしいこ

井上会員：
井上 会員： 第 6 グループ G 参加の皆様お疲れ様。

とです。今年の功労表彰状は、越谷 RC の井橋さ

渡辺孝会員：
渡辺孝 会員： 今日はイベントがいっぱいです。

んが載っていますね。おそらく地区大会で表彰され

落合(
落合 ( 喜 ) 会員： 新しく入会して頂いた小川さん茂田

るでしょう。来年は、北 PG が功労賞、三國 PG が功

さん一緒に活動しましょう。宜しくお願いします。

労表彰状に上がってくると思います。まずは、ご報

石井会員： 昨日、第 6 グループチャリティ G 大会に
妻と出 席させていただきました。夫 婦 共 々多数 の

告まで。

長寿お祝いについて
長寿お祝い について

落合会員

商品を頂きありがとうございました。

私は、昭和 12 年生まれ 77 歳でございます。色々

折原 ( 正 ) 会員： 高倉様、小泉様ようこそ。私は明日

と考える歳になりました。お手元にある祝年（賀寿）

より、ライラ研修視察の為、岩手県宮古市へ行って

表をご覧ください。「祝年のお祓いは、健康長寿の

参ります。日、第 6 グループチャリティゴルフ大会に

感謝とご加護のお祭りです」とありますね。

妻と出 席させていただきました。夫 婦 共 々多数 の

会員名簿を見ますと還暦を迎えた方はけっこう
いるようです。80 歳
を超えた方も入らっ
しゃいます。私は今
年、喜寿という大
変 おめでたい歳 に
なったわけですが、
皆様も健康に留意
して長生きできるよ
うご参考にして頂き
たいと思います。

商品を頂きありがとうございました。

折原(
折原 (弥 )会員： 真中会員： 小柳会員

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル累計額

第２２６４
第２２６４回例会

３３，０００円
４９２，５００円
４９２，５００円

2014 年 11 月 13 日

11/16 地区大会（大宮ソニックシティ）に振り替え

