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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    

        皆様あけましておめでとうございます。本日から

下半期のスタートとなります。昨年までは 2 クラブで

の合同新年会でしたが今年からは一つのクラブと

して新年会を迎えられることを嬉しく思います。 

9 月の合併から 4 か月経ちますが、様々な行事

や公式訪問等でとても早く感じられました。私の年

度もあと半年となりましたが、これから他クラブの周

年、地区やロータリーの業等がたくさんあります。 

また新たな気持ちで残り半年を無事に務めたいと

思いますので、皆様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 

� 日本事務局経理室より、1 月ロータリーレート

1 ドル＝118 円と案内が届いております。 

� ガバナー事務所より、1 月 1 日現在の会員数

報告および下期地区分担金の納入のお願い

が届いております。 

� 米山記念奨学会より、下期普通寄付のお願い

が届いております。 

� 米山記念奨学部門より、「世話クラブお願い」

と受け入れアンケートが届いております。 

 

    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                          折原会員折原会員折原会員折原会員    

廣井会長廣井会長廣井会長廣井会長：：：：明けましておめでとうございます。皆様に

とって健やかなる 1 年となる事をお祈り申しあげます。 

戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員：：：：新しい年が明けました。昨年にも増して、

明るく元気に頑張ります！よろしくお願いします。    

細井会員細井会員細井会員細井会員：：：：先日は皆さんに大変お世話になりました。    

渡辺渡辺渡辺渡辺((((良良良良))))会員会員会員会員：：：：新年明けましておめでとう御座います。

この 1 年体調に気づかってロータリー活動を行いた

いと思います。 

落合落合落合落合((((喜喜喜喜))))会員会員会員会員：：：：今年も身体に気を配りガンバリます。

皆さんよろしくお願いしまーす。    

渋谷会員渋谷会員渋谷会員渋谷会員：：：：明けましておめでとうございます。本年も

よろしくお願いいたします。    

石井会員石井会員石井会員石井会員：：：：新年明けましておめでとうございます。本

年もよろしくお願い致します。本日は都合により早

退させて頂きます。    

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：本年も良いお正月でした。元気に 74 才

を過ごしたいと思います。どうぞよろしく。 

矢島会員矢島会員矢島会員矢島会員：：：：明けましておめでとうございます。本年も

よろしくお願い致します。 

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：新年おめでとうございます。合併の真価が

問われる年です。 

古谷幹事古谷幹事古谷幹事古谷幹事：：：：折原折原折原折原((((正正正正))))会員会員会員会員：：：：小柳会員小柳会員小柳会員小柳会員：：：：真中会員真中会員真中会員真中会員：：：：    

武井武井武井武井((((章章章章))))会員会員会員会員：：：：大大大大作会員作会員作会員作会員：：：：深瀬会員深瀬会員深瀬会員深瀬会員：：：：馬場会員馬場会員馬場会員馬場会員：：：： 

加藤会員加藤会員加藤会員加藤会員：：：：井上会員井上会員井上会員井上会員：：：：折原折原折原折原((((弥弥弥弥))))会員会員会員会員：：：：明けましてお

めでとうございます。本年も宜しくお願いします。 

 

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 ４３，０４３，０４３，０４３，０００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 ６５０，０６５０，０６５０，０６５０，０００円００円００円００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    １，２００，０００円１，２００，０００円１，２００，０００円１，２００，０００円    
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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    



 

 

第２２７３回例会第２２７３回例会第２２７３回例会第２２７３回例会    ２０１５２０１５２０１５２０１５年年年年 1111 月１５月１５月１５月１５日日日日    
点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     廣井会長    

君が代・君が代・君が代・君が代・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                                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    

第 6 グループ G 補佐幹事（庄和 RC）  川鍋秀雄様 

             次年度会長 藤枝雅男 

横井英明様 

萩原  正様 

障害者福祉協会 仁部 前明様 

2014-15 年度交換留学生       サム・ゴードン君 

2015-16 年度派遣生              小泉 蒼馬君  

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    

 本年もよろしくお願い致します。

皆 様 も 新 年 会 な ど ご 多 用 な

日々を過ごされていると思いま

す。私も昨晩、春日部青年会

議所の新春賀詞交流会に参加

をして参りました。JC では年度

が 1 月から始まるので、新しい理事長の所信表明

の場でもあります。来賓の方のご祝辞は 1 人 5 分く

らいでお願いするのですが、あまりにも理事長の挨

拶が長いと、それを受けて次の方がまた長くなるん

ですね。市長や県会議員の方々は話すのが商売

みたいなものですから、6 時半に開会して、7 名の

祝辞のあと乾杯したのが 7 時 50 分でした。それか

ら謝辞があったり、OB 代表挨拶があったり、懇親

会は 25 分間くらいでした。 

 その場の空気といいますか、例会場でも会長が

初めに話す流れが後に影響します。会長が話すこ

とを準備せずグダグダになってしまうと、その後に

続く人も、「こんなもんでいいかな？」という雰囲気

になります。最初に話を切る人というのはそれだけ

責任があるのです。 

  祝辞の中で、しばしば「1+1 は 2 ではありません。

3 にも 4 にもなります。」という内容を聞くことがあり

ます。しかし「１たす１は 2」であると私は思っていま

す。人に刺激されその人が実力以上の成果を示す

ことがあるかもしれませんが、それは 100%以上の

力を発揮するという意味で、1+1 が 3 とか 4 というこ

とではないと個人的に思っています。 

  ところで、本日来ている小泉蒼馬君の派遣先が

いよいよ明後日決定します。私も少々緊張していま

すが希望どおりアメリカになるか、ヨーロッパになる

のか。いずれにしても、これから外国で自己紹介を

したり、日本と全く違った環境で生活していく準備を

したりしなければなりませんね。期待をしているの

で是非とも頑張ってください。 

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    

� 2 月 7 日（土）第 6 グループ IM

のパンフレットが届いております。

本日お見えのキャラバンの方々

に後ほどお話しを頂きたいと思

います。 

� 国際奉仕部門より、識字率向上月間特別企

画として、バングラディシュ・ロータリーベタギユ

ニオンハイスクール検証ツアーの案内が届い

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       第第第第 6G6G6G6G 補佐幹事補佐幹事補佐幹事補佐幹事川鍋秀雄様川鍋秀雄様川鍋秀雄様川鍋秀雄様    

本日は例会の貴重

な時間を頂きましてあ

りがとうございます。  

庄和 RC より創立 25

周年と、第 6 グループ

IM のご案内に参りま

した。本来ならば、会長、実行委員長が参るところ

ですが、都合により私と次年度会長、横井会員、

萩原会員の 4 名でお願いに上がりました。ＩＭはパ

ンフレットを持参しましたのでご覧になってください。

どうか皆様ご協力を宜しくお願い申し上げます。 

お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶                       仁部前明仁部前明仁部前明仁部前明様様様様    

皆様お久しぶりでございます。

会員のときには大変楽しいひと時

を過ごさせて頂きました。春日部

の庄和高校の近くに「社会福祉法

人 めだかの学校」という障害者

の施設を 8 月に開所いたしました。その際には、杉

戸 RC の例会場から急須や湯飲み茶碗やポット等

を譲って頂き大変助かりました。おかげ様で、無事

にスタートでき 8 月以来毎日出勤しております。本

日はその御礼も兼ねてやってきました。 



 

 

私どもが障害者と共に

生活している中で、1 つ

の仕事としてパン焼きを

しています。本日はその

パンをいくつか持ってき

ましたので是非召し上がってください。 

  障害者といっても様々な方がいます。私のところ

には、自分で作業所に来られるレベルで障害者手

帳を持っている方が条件で 16 名在籍しています。 

知的障害者や精神障害者の方も一緒に作業をし

ており、例えば、100 円ショップに並んでいるような

商品や菓子折り用の箱を皆で組み立てています。

つまり内職の仕事ですね。ご存じの通り 100 円で売

られている商品のうち私どもの工賃は 1 円にも満た

ないものです。銘菓の菓子折り箱であってもひとつ

6 円くらいです。私どもは、それをひと月いくらと彼

等に給料として返します。社会福祉法人になりまし

たので、障害の程度により補助金が出ますが、全

員で働いても運営は厳しいですね。それでも、通っ

てくだる方の笑顔やこちらに来るのを楽しみにして

いる様子に喜びを感じておりますので、それを励み

にこれからも頑張りたいと思っています。 

交換留交換留交換留交換留学生挨拶学生挨拶学生挨拶学生挨拶           サム・ゴードン君サム・ゴードン君サム・ゴードン君サム・ゴードン君    

アメリカに帰るまであと 6

か月になりました。日本に来

てからの 4 か月間は人生で

一番楽しかったです。日曜日

から折原さんの家にお世話になっています。これか

らの生活がとても楽しみです。学校では、数学や科

学、英語の授業も参加し、今学期からは定期考査

も受けます。授業は難しいですが頑張りたいです。 

次年度派遣次年度派遣次年度派遣次年度派遣生挨拶生挨拶生挨拶生挨拶            小泉蒼馬君小泉蒼馬君小泉蒼馬君小泉蒼馬君    

先日、年末に派遣先に送る自

分の個人情報であるアプリケーシ

ョンがすべて終わりました。土曜

日に派遣先が決まりますが、自分

はアメリカを希望しています。なぜ

なら、私が中学 3 年生のときカナダへ行った際に多

くの異文化の人達と接することができました。そこ

で私は共通語である英語に大変興味を持ち是非と

も習得したいと思ったからです。しかし、派遣先が

アメリカでなくても海外で頑張れる自信はあります。 

学校では、サムと部活動も一緒なのでサムにと

っては一番近い友達だと思います。先日もウイング

ハット春日部でバスケの県大会があり、2 人で行っ

てきました。サムは 6 か月後にアメリカに帰ってしま

いますが、残りの留学期間を充実したものにし、ま

た日本での経験を楽しいものとして帰国してもらい

たいと願っています。 

1111 月理事会報告月理事会報告月理事会報告月理事会報告               渋谷エレクト渋谷エレクト渋谷エレクト渋谷エレクト 

2222 月例会予定月例会予定月例会予定月例会予定    

5 日 2/7 第 6 グループ IM に振り替え 

12 日 誕生祝・雑誌紹介 

19 日 3 クラブ合同例会（和泉屋） 

26 日 会員卓話 

� 1/24（土）庄和 RC25 周年記

念式典について受付：9:30～

式典 10:30～懇親会 12:00～ 

参 加 者 ：  廣 井 、古 谷 、武 井

（章）、矢島、真中、田中、栗

原、渡辺（孝）、下津谷、関口パストガバナー 

� 2/7（土）第 6 グループ IM について 

開催場所：イオンモール春日部（春日部駅東

口よりシャトルバスあり） 

� 新年会会計報告 別紙参照 

� ドア当番について→当日の出席者から選定、

名簿に記録して年間で公平に分担する 

� 2 月会員卓話について→武井会員に一任 

� 2/4 ロータリーデ-登録 \5,000 クラブ負担 

関口 PG・会長・幹事・田中夫妻・渡辺（孝） 

� 夜間例会の席がいつも同じようになってしまう

ので番号くじなどで毎回ランダムに着席するよ

う工夫をする。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                     折原会員折原会員折原会員折原会員    

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    22222222    18181818    2222    8888    80.080.080.080.00000%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                          折原会員折原会員折原会員折原会員    

川鍋秀雄川鍋秀雄川鍋秀雄川鍋秀雄様：様：様：様：    日頃大変お世話になりありがとうご

ざいます。今日は 25 周年、IM のお願いに参りま

した。宜しくお願い申し上げます。    

藤枝雅男様藤枝雅男様藤枝雅男様藤枝雅男様：：：：    25 周年宜しくお願いします。    

横井英明様横井英明様横井英明様横井英明様：：：：    キャラバンに来ました。杉戸 RC の皆

様宜しくお願い致します。 

萩原正様萩原正様萩原正様萩原正様：：：：    庄和 RC25 周年、IM の件で、おじゃまし

ました。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：：：：    川鍋様、藤枝様、横井様、萩原様、周

年楽しみにしています。仁部様ようこそ。サム君

あと半年楽しんでください。小泉君明後日の留

学先発表ドキドキですね。 

古谷幹事古谷幹事古谷幹事古谷幹事：：：：    いつも皆様ごくろう様です 

関口関口関口関口会員：会員：会員：会員： 寒くなってきました。歳をとると寒さ身

に沁みます。庄和 RC 大勢出席ありがとうござい

ます。 

折原折原折原折原((((正正正正))))会員会員会員会員：：：：    明けましておめでとうございます。

川鍋様、藤枝様、横井様、萩原様、仁部様ようこ

そ。サム君、小泉君元気ですか？ 

石井会員石井会員石井会員石井会員：：：：    誕生日のお祝い品ありがとうございま

した。また 1 歳としをとりました。本日は都合により

早退させていただきます。 

田中会員田中会員田中会員田中会員：：：：    今年も宜しくお願いします。    

渡辺渡辺渡辺渡辺((((孝孝孝孝))))会員：会員：会員：会員： 新年早々インフルエンザにかかっ

てしまいました。本日は早退します。    

矢島会員：矢島会員：矢島会員：矢島会員： 昨年女房達が集めたキャップ大袋 3 つ

をウム・ヴェルトさんにお願いしました。これで何

人の子供が助かるのかなと女房。しかし多額の

負担を厭わず受け入れる小柳さんに頭が下がり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

馬場馬場馬場馬場会員会員会員会員：：：：    インフルエンザが流行っています。お

気をつけて!! 

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    お客様いらっしゃいませ。 

古谷古谷古谷古谷((((松松松松))))会員会員会員会員：：：：    明けましておめでとうございます。

杉戸ロータリークラブの皆さんとのまちづくりに今

年もがんばります。 

舟越舟越舟越舟越会員会員会員会員：：：：    お客様ようこそ。 

新井新井新井新井((((武武武武))))会員会員会員会員：：：：    本年もよろしくお願い致します。 

渋谷渋谷渋谷渋谷会員会員会員会員：：：：    お客様ようこそお越し下さいました。 

細井会員：武井会員細井会員：武井会員細井会員：武井会員細井会員：武井会員：：：：大作会員大作会員大作会員大作会員：折原：折原：折原：折原((((弥弥弥弥))))会員：会員：会員：会員：    

真中真中真中真中会員会員会員会員：矢島：矢島：矢島：矢島会員会員会員会員：渡辺：渡辺：渡辺：渡辺((((嘉嘉嘉嘉))))：深瀬会員：：深瀬会員：：深瀬会員：：深瀬会員：    

    

    

    

    

    

    

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 ４１４１４１４１，５００円，５００円，５００円，５００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 ６９１，５６９１，５６９１，５６９１，５００円００円００円００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    １，２１，２１，２１，２００，０００円００，０００円００，０００円００，０００円    

＊＊＊ご協力ありがとうございました＊＊＊＊＊＊ご協力ありがとうございました＊＊＊＊＊＊ご協力ありがとうございました＊＊＊＊＊＊ご協力ありがとうございました＊＊＊    
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