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点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     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 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    

国際ロータリー第 2770 地 区ガバナー  濱野英美様 

第 6 グループガバナー補佐 吉岡  修様 

職業奉仕委員長 伊藤  悟様 

地区副幹事 石井 廣和様 

2014-15 年度交換留学生 サム・ゴードン君 

米山奨学生 康 鎮凡様 

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    

        先日の地区大会では、皆様の

ご出席ありがとうございました。ま

ったく眠くならない地区大会は初

めてでした（笑）。津川雅彦氏の

記念講演では「日本人の誇り」に

ついて語られ、「国を愛するのは、まず家族を愛し

郷土を愛すること。これを教えるのが教育である。 

 

 

何のために生まれてきたのかを言える人間を育て

るのが教育であるのだ。また日本人は自然を敬い、

畏敬の念を持ち、独自の美意識がある。しかし今

の日本人は日本の事を知らない。」など日本人は

もっと誇りを持つべきであると語っていました。 

レディスプログラムの美容家 IKKO さんの講演で

は、自分の「潔癖症」は幼少時代に受けた差別か

らトラウマになり、人に迷惑をかけないようにする気

遣いから生まれたものだったと語っており、人に対

する気遣いは、意外なところから生まれるものだと

感心致しました。 

本日は、濱野ガバナーには面談で大変参考にな

るご指導を頂きましたが、卓話、クラブ協議会、懇

親会と最後まで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                      古谷古谷古谷古谷幹事幹事幹事幹事    

� 青少年交換部門より、地区大

会会場、各駅で行われたインタ

ーアクト東日本復興支援募金

の御礼が届いております。 

� 庄和 RC より、先日行われた第 6 グループチャ

リティゴルフ大会の御礼が届いております。 

� 米山記念奨学部門より、平成 26 年 12 月 23

日（火）12:15～ラフレさいたまで開催される「感

謝の集い」の案内が届いております。 

� 平成 27 年 1 月 9 日（金）10:30～すぎとピアで

開催される杉戸町新春賀詞交歓会の案内が

届いております。 

� NPO 法人気象環境教育センターより、気象を

テーマとした卓話の案内が届いております。 

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    
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小川勝之会員記章授与      栗原会員第 2 回米山功労者 

卓話卓話卓話卓話       第第第第 2770277027702770 地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー    濱野英美様濱野英美様濱野英美様濱野英美様    

2014～2015 年度 RI テーマは、「ロータリーに輝

きを」「Light Up Rotary 」です。私は 1 月 12 日から

19 日までのアメリカ・サンディエゴでの国際協議会

に出席し研修を受けて参りました。その際の RI 会

長や元 RI 会長らのスピーチや体験談は今でも心に

残る感動的で素晴らしいものでした。 

ゲイリーC.K.ホァン RI 会長は台湾人で台北 RC

の所属で台湾から初めての RI 会長です。 

彼は、最初に「ただ座って暗闇を呪うよりも、ロー

ソクを灯した方がいい」と中国の思想家、孔子の言

葉を引用したホァン会長は「孔子は世界で最初の

ロータリアン」と述べました。ロータリーの考え方は、

孔子と同じです。 

「ローソクを灯すのがロータリーです、私が 1 本、

貴方が 1 本、こうして 120 万人の会員全員がローソ

クを灯しましょう。力を合わせれば世界を光で輝か

せることができるのです」と述べました。 

今年度は、それぞれ

のクラブ、地域で「ロータ

リーデー」を実施し、一

般市民を巻き込んで奉

仕プロジェクトを実施す

ることによって会員が、クラブが、地域が輝きを持

つようにして下さい、またロータリーを知って貰いま

しょう。この様に発表されたのです。 

これを受けて私の 2014～2015 年度の地区活動重

点目標としては以下の通りです。 

１．会員増強 

２．財団目標のポリオ撲滅への支援 

３．青少年奉仕活動への支援（ロータリーデーの活用） 

４．人づくりのための育成支援（職業奉仕の理解と実践） 

５．RI 戦略計画の理解と実践 

以上の 5 点を重点目標とし、地区のクラブの活性

化を目指します。そしてクラブがグループが地区が

日本が世界が輝くように頑張りましょう。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                     折原折原折原折原会員会員会員会員    

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    

40404040    17171717    23232323    2222    12121212    76.3276.3276.3276.32%%%%    

スマイルスマイルスマイルスマイル報告報告報告報告                                          折原折原折原折原会員会員会員会員    

濱野ガバナー：濱野ガバナー：濱野ガバナー：濱野ガバナー：お世話になります。関口 PG お疲れ様

でした。 

吉岡吉岡吉岡吉岡 GGGG 補佐：補佐：補佐：補佐：    ガバナー公式訪問よろしくお願い致し

ます。グループゴルフ、地区大会、皆様のご協力い

ありがとうございます。 

伊藤悟様：伊藤悟様：伊藤悟様：伊藤悟様：    関口 PG には、お世話になりました。 

石田地区副幹事：石田地区副幹事：石田地区副幹事：石田地区副幹事：    ガバナー同行副幹事です。宜しく

お願い致します。    

廣井会長：廣井会長：廣井会長：廣井会長：    濱野ガバナー、伊藤様、石田様、地区大

会お疲れ様でした。本日はありがとうございます。    

古谷幹事古谷幹事古谷幹事古谷幹事：：：：    濱野ガバナーようこそ杉戸の地へ。 

石井石井石井石井会員：会員：会員：会員：    濱野ガバナーようこそいらっしゃいませ。

本日は宜しくご指導の程お願い致します。 

大作大作大作大作会員：会員：会員：会員：    ガバナー濱野様、ガバナー補佐吉岡様

本日はお世話になります。 

武井武井武井武井会員：会員：会員：会員：    公式訪問宜しくご指導お願い致します。 

栗原栗原栗原栗原会員：会員：会員：会員：    濱野ガバナー、吉岡ガバナー補佐ゆっく

りしていってください。 

関口関口関口関口会員：会員：会員：会員：    濱野ガバナー地区大会い続いての公式

訪問ご苦労様です。どうぞゆっくりして下さい。残り

あと 4 クラブですね。 

渡辺良一渡辺良一渡辺良一渡辺良一会員：会員：会員：会員：    ガバナー様、寒い中ようこそ。杉戸

クラブの指導を宜しくお願いします。 

加藤加藤加藤加藤会員：会員：会員：会員：    初めて地区大会に参加しました。韓国ロ

ータリアンのパワーに驚きました。 

矢島矢島矢島矢島会員：会員：会員：会員：    濱野ガバナーようこそ。本日はありがとう

ございます。 

渡辺孝会員：田中会員：折原正昭会員：渡辺孝会員：田中会員：折原正昭会員：渡辺孝会員：田中会員：折原正昭会員：渡辺孝会員：田中会員：折原正昭会員：    濱野ガバ

ナー本日は公式訪問ありがとうございます。 

馬場会員：落合喜彦会員：馬場会員：落合喜彦会員：馬場会員：落合喜彦会員：馬場会員：落合喜彦会員：折原折原折原折原((((弥弥弥弥))))会員：会員：会員：会員：真中会員真中会員真中会員真中会員    

下津谷会員：渡辺嘉一会員：戸賀崎会員：下津谷会員：渡辺嘉一会員：戸賀崎会員：下津谷会員：渡辺嘉一会員：戸賀崎会員：下津谷会員：渡辺嘉一会員：戸賀崎会員：        

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 ６１６１６１６１，０００円，０００円，０００円，０００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 ５５３５５３５５３５５３，５００円，５００円，５００円，５００円 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

公式訪問クラブ協議会公式訪問クラブ協議会公式訪問クラブ協議会公式訪問クラブ協議会 

講講講講評評評評       第第第第 2770277027702770 地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー地区ガバナー    濱野英美様濱野英美様濱野英美様濱野英美様    

� クラブ奉仕・管理運営委員会 

� プログラム・ロータリー情報委員会 

� 会報・雑誌委員について 

私は、今日ここに来るにあたり「旧杉戸 RC・旧杉

戸中央 RC が 9 月に合併し、新生杉戸ロータリーク

ラブになった」という考えで来ました。しかし、この

『新生』と言う言葉は、来年度には取らなければな

りません。先ほど武井さんが言っておりましたが、

旧杉戸 RC の方々にとって、例会日が火曜日から

木曜日に変わったことは大変大きなことだと思いま

す。譲ったと言ってもいいでしょう。 

私は、この新生杉戸 RC の内情については分か

りませんので、私の言ったことがすべて正しいとは

言いません。もし違っていたら「これはガバナー違う

よ」と遠慮なく言ってください。 

まずは管理運営につ

いてですが、ロータリア

ンは思いやりの心と寛

容の心がないといけま

せん。ポール・ハリスも

「ロータリーで一番大事なことは寛容です。」と言っ

ていましたね。相手を許すこと、相手の立場に立っ

て考えてあげることです。思いやりの心を持ってク

ラブの運営をしなければなりません。 

先日、あるロータリアンから相談がありました。

「私は昭和 11 年生まれ、ガバナー補佐も経験しま

したが、今では会費を払っているから例会に出てい

るだけです。ガバナー補佐まで務めればもういいで

しょうと何の役も貰えないのです。今の若い人は、

ライラや青少年交換など若い人向けの事業ばかり

に力を入れている。高齢者を忘れるなと公式訪問

でどうか言ってください。」と言われました。 

私は上手くいっている様に見えるこのクラブでも、

このような問題が少なからずあるのではと思います。

平成に入ってから銀行の大規模合併が各所で起こ

り今でも旧○○銀行出身などと言って人事も行わ

れます。どうか、このクラブでは『旧』という言葉を使

わないでください。次年度からは、皆が杉戸 RC とし

て気持ちを一つに活動してください。それは、次年

度渋谷会長の役目だと私は思っております。 

先程の公式訪問面

談で「例会出席が義

務 ではあるが、若 い

会員が現場を離れて

例会に出る事が難し

く全体出席率が悪い」

という相談がありました。ロータリー歴の長い方は、

「ロータリーというのは一本筋が通ってないとだめ

だ」と言いがちですね。しかし、現場で働いている若

い会員にとって、着替えて例会に出るのは負担に

なります。若い頃を思い出してください。仕事があっ

てこそのロータリーです。多少の合理化については

どうぞ寛容になって頂きたいです。 

会報・雑誌については、まず投稿をしてください。

自分のクラブの記事が載っていると必ず見ます。今

ではメールで簡単に投稿できますので、これからあ

る事業、ロータリーデーといったものを積極的に載

せて頂きたいと思います。そして、会報の最後にス

マイル投入額とありますが、こちらに是非目標額を

必ず書いてください。年度末になって目標額に近づ

いてくると皆さん頑張ろうという気になります。人間

とはそういうものです。宜しくお願いしますね。 

会員増強と親睦につ

いてですが、私は常々

「会員だけの親睦ゴルフ

はやめてください。」と言

って回っています。なぜ

なら、ここで一般の方を招いてこそ増強が生まれる

からです。親睦は大事なことです、しかし親睦と増

強は密接な関係にありますので、大いに活用しな

ければなりません。そして、できればこのクラブは、

若い会員のために夜間例会を増やしてください。

「おまえは、夜間例会とゴルフしかこないじゃない

か。」などと絶対に言わないでくださいね（笑）。 

また、このクラブの売りはなんでしょうか。「杉戸

RC に入会すればどんないい事がありますか？」と

恐らく色々なところで聞かれるでしょう。このクラブ

は商工会長、凸版印刷、杉戸町長が在籍している

のですか？素晴らしいクラブですね。このクラブに

入ればたくさんの情報が得られるじゃないですか。

それを売りにしてください。そうすれば、会員数 50

名なんてもうすぐです。 



 

 

職業奉仕ですが、

残念ながら RI ではあ

まり重 要 視 してい ま

せん。世界の流れか

らは外 れてきていま

す。だからこそ私は、反発して人づくりのための職

業奉仕をやりましょうと言っています。 

職業奉仕は数字がありません。社会奉仕、国際

奉仕、青少年奉仕は、今年度は何人送り出したと

か、これだけ集客したとか、明らかに数字に表れ目

標を立てやすいです。しかし、職業奉仕は自分たち

の毎日の生活の姿勢ですよね。難しいです。 

先日、武井会員の会社「武井鶏園」が TV に出て

いました。「うちの会社の社是・社訓はこうです。」

「こういう方針で営業しています。」とはっきりしてい

る会社だからこそ TV が入るのですね。これが職業

奉仕です。 

八潮 RC では、高校生とタイアップして就職模擬

面接をやっています。青少年奉仕に特化するかも

しれませんが、職業に就くという大事さを考えること

は重要なことです。とてもいい授業になりますので、

こちらのクラブでも近隣の学校の校長や担当教諭

の方と話し合って是非やってみてください。 

社会奉 仕ですが、し

ばらくは 2 つのクラブの

事業をこなさなければな

りません。しかし「継続

事業はいつまでやるか」

がどのクラブでも問題です。今一度、社会奉仕事

業の見直しをしてみてください。地域住民のニーズ

も変わってきます。社会奉仕はそれを早く察知する

ことが必要です。 

国際奉仕は、このクラブではやっていませんね。

社会奉仕をこれだけやっているので、私はそれでい

いと思います。すべてに大輪の花を咲かせるのは

無理ですから・・・でも石井さん、国際奉仕委員長と

してサンパウロは行ってくださいね（笑）。 

青少年奉仕としては、交換学生を受け入れて頂

きありがとうございます。この事業の大変なところは、

ホストファミリーが見つからないことです。英語なん

て話す必要はありません。日本語で話してください。

自分たちが出来ることをすればいいのです。 

R 財団ですが、難し

い財団の話や地区補

助金を申請するのが

大変でこの委員長を

務めるのがいやだと

言う方もいます。しかし、最近では申請の方法も今

までよりは簡単になりましたし、財団の話もおおま

かなお金の流れと、ポリオの話をして頂ければいい

と思います。米山ですが、米山は財団と違って目に

見える奨学生がいますから寄付が集まりやすいで

すね。私のところに最新の寄付集計表があります

が、どちらもこのクラブは確実に寄付をして頂いて

います。ありがとうございました。 

ガバナー総評ガバナー総評ガバナー総評ガバナー総評      ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐補佐補佐補佐    吉岡吉岡吉岡吉岡    修修修修様様様様    

本日は懇談会、公式訪問例会、

クラブ協議会と大変長時間に渡り

ましてお疲れ様でした。また、先

日開催されました、グループゴル

フと地区大会には杉戸クラブ皆様

の大勢の参加を頂きまして、誠に有難う御座いまし

た。地区大会が終了して濱野ガバナーもお疲れか

と思いましたが、今日も力いっぱい頑張っていらっ

しゃいます。拍手をお願い致します。 

杉戸クラブは、伝統と若さのクラブになりました。

未来志向の将来性豊なクラブだと想います。廣井

会長、古谷幹事、そして会員の皆様にすばらしいク

ラブとなりますようご期待を申し上げます。グループ

では春日部クラブの 50 周年、庄和クラブの 25 周年、

そして IM と行事が続きますがこれからも、ご支援、

ご協力をよろしくお願い致します。本日は濱野ガバ

ナー、杉戸クラブの皆様有難う御座いました。 

☆懇親会☆懇親会☆懇親会☆懇親会    本日はお疲れ様でした本日はお疲れ様でした本日はお疲れ様でした本日はお疲れ様でした!!!!!!!!☆☆☆☆ 

濱野ガバナーありがとうございました濱野ガバナーありがとうございました濱野ガバナーありがとうございました濱野ガバナーありがとうございました    


	2014.11.18.doc

