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第２２７６回例会第２２７６回例会第２２７６回例会第２２７６回例会    ２０１５年２月５２０１５年２月５２０１５年２月５２０１５年２月５日日日日    

2/7（土）第 6 グループ IM に振り替え 

 

    

    

    

第２２７７回例会第２２７７回例会第２２７７回例会第２２７７回例会    ２０１５年２月１２日２０１５年２月１２日２０１５年２月１２日２０１５年２月１２日 

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     廣井会長    

君が代・ロータリーソング君が代・ロータリーソング君が代・ロータリーソング君が代・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              戸賀崎会員    

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介    

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、夜間例会でロータリーの奉仕最

新情報ということで、ロータリークラブ会員

以外の人びとがロータリーの取り組みに

賛同し、地域社会のためにボランティア活

動をする RCC（ロータリー地域社会共同

隊）について触れましたが、これについてもう少し紹介を

したいと思いますので資料を読み上げます。 

地元ボランティアと協力している地元ボランティアと協力している地元ボランティアと協力している地元ボランティアと協力している EEEE クラブクラブクラブクラブ    

奉仕活動では、地域の人びとが自力でニーズを調べ、

それに取り組めるよう支援することによって、最も持続可

能な成果を挙げることができます。従来型のロータリーク

ラブが地域の人びとと協力して活動する例がよく聞かれ

る一方で、参加型プロジェクトで地元の人びとと手を組ん

で素晴らしい活動を実施している E クラブもあります。E ク

ラブがネットワークを広げ、地域社会での奉仕活動を充

実させるための方法の一つが、ロータリー地域社会共同ロータリー地域社会共同ロータリー地域社会共同ロータリー地域社会共同

隊（隊（隊（隊（RCCRCCRCCRCC））））です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCC は、ロータリーの奉仕の精神を共有する、ロータリ

ー会員以外の地域ボランティアの集まりです。先進国・発

展途上国に関わらず、ロータリーが存在している地域で 

あればどこでも結成できる RCC は、提唱ロータリークラブ

（従来型クラブまたはEクラブ）と協力し、地域社会の特定

のニーズに取り組む活動を実施しています。RCC の中に

は、特定のプロジェクトのために一定期間だけ結成され

るグループもあれば、地域が抱える問題に対して継続的

に活動しているグループもあります。 

E クラブの数が増加しつつある現在、E クラブと RCC の

パートナーシップも増えてきています。現在 4 つの大陸で

E クラブが RCC を提唱し、協力して実施して素晴らしい活

動成果をあげています。以下にその例をご紹介します。 

RCC-Foodbank-Roof 第 1100 地区 E クラブ（英国）は現

在、2 つの RCC を提唱しており、各 RCC が特定の問題に

取り組む活動を実施しています。Malmesbury RCC は洪

水対策の取り組みと食糧バンクの設立、Let’s Loop 

Swindon RCC は耳の不自由な人のために補聴器の質を

改善する活動に取り組んでいます。 

Lake Atitlán-Panajachel E クラブ（グアテマラ）は、Peña 

Blanca 1 RCCと手を組み、適切な環境管理と地域住民へ

の教育を通じて、湖水盆地の自然を保護する活動を推進

しています。 

イオンモールイオンモールイオンモールイオンモール春日部春日部春日部春日部    3F3F3F3F イオンホールイオンホールイオンホールイオンホール    13:313:313:313:30000 点鐘点鐘点鐘点鐘    



ところで、夜間例会などで「一度座るとなかなか立てな

い!?」と言う方がおりますが（笑）、人は誰でも老いていき

ますので仕方のないです。しかし、ご高齢でもとても若く

見える方がいますね。ある時そのような方に「若さの秘訣

はなんですか」と聞いたことがあります。すると「やはり若

い女性との交流かなあ」と笑っていました。ごもっともな事

ですがこの交流にも 2 つのパターンがあると思います。１

つは指導者として若い人の上に立って接しようとする場

合（説教型）ですね。2 つ目は、自分が若い人のグループ

に入り彼等の目線まで下がって接する場合（共有型）で

す。当然、前者は老けていきますが、後者は若さを吸収し

て若々しくいられるようです。会社では皆さん経営者です

からそういうわけにはいきませんが、会社から一歩離れ

たところでは、自分たちが若い人たちのところまで下りて

きて、同じ意識を共有するのも若さを保つために良いかと

思います。 

2015201520152015----16161616 年度年度年度年度地区役員委嘱状地区役員委嘱状地区役員委嘱状地区役員委嘱状授与授与授与授与                廣井会長廣井会長廣井会長廣井会長    

関口会員 諮問委員  折原会員 ﾛｰﾀｰｱｸﾄ・ライラ委員 

廣井会員 職業奉仕委員 戸賀崎会員 青少年交換委員 

栗原会員 米山記念奨学増進委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                      折原折原折原折原((((正正正正))))副幹事副幹事副幹事副幹事    

� 地区職業奉仕部門より、平

成 27 年 3 月 27 日(金)パレ

スホテル大宮にて開催され

る第 3 回職業奉仕夜話会の

案内が届いております。パ

ンフレットがありますので、

興味のある方は事務局まで

お願い致します。  

� 先日ご案内いたしました「映画じんじん上映会」のチ

ケットがまだ数枚残っております。ご協力いただける

方は、事務局までお願い致します。 

理事会理事会理事会理事会報告報告報告報告                       渋谷エレクト渋谷エレクト渋谷エレクト渋谷エレクト    

3 月例会予定 

5 日 誕生祝い・雑誌紹介 

12 日 PETS 報告（渋谷エレクト） 

19 日 地区チーム報告（地区役員） 

26 日 会員卓話 

� 杉戸町音楽祭支援金申請（杉戸町）について 

    開催予定日：平成 27 年 11 月 23 日（月・祝）⇒承認 

    カルスタすぎと会場使用費を免除申請中 

� 杉戸町小中学校 9 年間皆勤賞記念品（盾）贈呈につ

いて、平成 26 年度卒業生を対象（人数未定）⇒承認 

� 2/26 会員卓話 出欠票より（新井武・大作）⇒承認 

米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生報告報告報告報告                                康康康康    鎮凡様鎮凡様鎮凡様鎮凡様    

米山奨学生の康 鎮凡です。先週イン

ターシティミーティングに参加致し、各ク

ラブの会長の話から、多くのロータリアン

の方々が留学生やその他の国際的な奉

仕をされていることを知り大変驚きました。

その他に、阪神淡路大震災の話を聞くことができました。

地震がいかに恐ろしいものであったことや人々の思いや

りが支えになることを知りました。それぞれの立場は違え

ども体験者はそれを伝えていくことが大切だと思いました。

もうあのような震災が起こらないことを祈るばかりです。 

3 月の中旬に、自分の意見中間発表と共同研究の中

間発表があります。次年度 4 月から研究室に新しい 4 年

生が上がってきますので、これから忙しくなりますが、より

一層頑張りたいと思います。 

雑誌紹介（ロータリーの友）雑誌紹介（ロータリーの友）雑誌紹介（ロータリーの友）雑誌紹介（ロータリーの友）                                              小柳会員小柳会員小柳会員小柳会員    

本日の雑誌紹介はロータリーの友縦

ページ P8～10 をご覧ください。「海外で

知る、日本との違い」というタイトルでロ

ータリアンが仕事で海外に行った際に体

験した世界各地の文化、習慣を紹介して

います。世界には日本では考えられないようなルール、

マナーを紹介しています。 

例えば、日本やインド中心部では相づちの時には、首

を縦に振りますが、古都コルタカでは、皆首を横にかしげ

るそうです。初めは「変だな？」と反応しているのかと思っ

たようですが、それがコルタカの相づちだったようです。 

 また、アメリカのカリフォルニア州では車が優先で、踏切

でいったん停止をしてパトカーに止められ「危ないから止

まらないように」と言われたそうです。その他にも、高地で



のご飯の炊き方、水の違い、そして外国人に YES と言わ

せる話し方、接し方など興味深い内容が書かれています

ので、ご一読ください。 

P38P38P38P38「ロータリーの特別月間がかわります」「ロータリーの特別月間がかわります」「ロータリーの特別月間がかわります」「ロータリーの特別月間がかわります」    

 ロータリー特別月間が、昨年 10 月に開催された RI 理事

会で大きく変更され、新年度（2015 年 7 月）から変更され

ます。新しい月間は、下記のとおりです。 

8 月 会員増強・拡大月間 

9 月 基本的教育と識字率向上月間 

10 月 経済と地域社会の発展月間 

11 月 ロータリー財団月間 

12 月 疾病予防と治療月間 

1 月 職業奉仕月間 

2 月 平和と紛争予防/紛争解決月間 

3 月 水と衛星月間 

4 月 母子の健康月間 

5 月 青少年奉仕月間 

6 月 ロータリー親睦活動月間 

また、7 月から「ロータリー財団の資金モデル」も変更にな

ります。（P39～46）確認をして新年度に備えましょう。 

お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶                  杉の子吹奏楽団団長杉の子吹奏楽団団長杉の子吹奏楽団団長杉の子吹奏楽団団長    新井友和様新井友和様新井友和様新井友和様    

本日は、例会の貴重な時間を頂きあり

がとうございます。また日頃は、杉戸町

音楽祭および杉戸町の吹奏楽の発展の

ためご支援頂き感謝申し上げます。 

この度、杉の子吹奏楽団では、創立

25 周年を迎え第 20 回定期演

奏会を 3 月 1 日（日）春日部

文化会館で開催致します。チ

ラシを用意しましたので、是

非多くの方にご紹介頂けれ

ばと思います。また吹奏楽に

興味のある方、楽器経験の

ある方、団員募集もしており

ますのでどうぞよろしくお願い

致します。 

杉戸町町長挨拶杉戸町町長挨拶杉戸町町長挨拶杉戸町町長挨拶                                                  町長町長町長町長    古谷古谷古谷古谷    松雄様松雄様松雄様松雄様    

 私が実行委員会 会長を務めておりま

す『映画じんじん上映会』のチケットがま

だ数枚残っております。2 月 15 日（日）と

18 日（水）です。大変よい映画ですので、

是非ご覧になってください。 

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    24242424    16161616    2222    8888    88885.005.005.005.00%%%%    

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：    日中の日差しが春めいてきましたが、朝晩は冷

えますので体調にご留意ください。    

折原（正）会員：折原（正）会員：折原（正）会員：折原（正）会員：    花粉が飛びはじめました。サム君は今日

実力テストだそうです。 

戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員：：：：    先日、オーストラリアで日本人男性がサメに

襲われるという悲しいニュースがありました。被害の出た

海岸が以前交換留学生として来ていた女性の実家のす

ぐ近くでした。その日、SNS でその家族から、お悔やみの

メッセージが届きました。ロータリーのきずなの強さを実感

しました。 

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    戸賀崎さん、義理チョコ暖かい友情に感謝！ 

栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員：：：：    今日は商工会の新年会です。関口さんよろしく

お願いします。 

渋谷会員渋谷会員渋谷会員渋谷会員：：：：    もうすぐバレンタイン DAY です。皆さんたくさん

頂けると思います。当店も冬の大イベントです。 

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：    何か久しぶりの例会のような気がします。 

渡渡渡渡辺辺辺辺((((孝孝孝孝))))会員会員会員会員：：：：    おととい、スピード違反で捕まってしまいま

した。皆さん気を付けましょう。 

矢島会員矢島会員矢島会員矢島会員：：：：    昨日誕生祝を頂きました。有難うございます。

73 才です。 

石井会員石井会員石井会員石井会員：：：：    本日は、3 月下旬の容器で暖かいですがまだま

だ厳しい寒さが続きます。体調管理には純分気を付けて

ください。 

大作大作大作大作会員会員会員会員：：：：    大変日が長くなってきました。暖かさが加われ

ばいよいよ春到来ですね。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    今日は春の気配が感じられます。暖かくなった

らナイスショットが楽しみです。 

渡辺渡辺渡辺渡辺((((良良良良))))会員会員会員会員：：：：    阿部何某さんは「綸言汗のごとし」とか方広

寺鐘名事件「国家安康」「君臣豊楽」の言葉を知っていま

すか発言は慎重にお願いします。 

田中会員田中会員田中会員田中会員：：：：    本日もお世話になります 

武井武井武井武井((((章章章章))))会員会員会員会員：：：：    小柳会員雑誌紹介ご苦労様です 

真中会員：古谷真中会員：古谷真中会員：古谷真中会員：古谷((((松松松松))))会員：小柳会員：舟越会員：新井会員：小柳会員：舟越会員：新井会員：小柳会員：舟越会員：新井会員：小柳会員：舟越会員：新井((((武武武武))))

会員：折原会員：折原会員：折原会員：折原((((弥弥弥弥))))：渡辺：渡辺：渡辺：渡辺((((嘉嘉嘉嘉))))：篠原会員：細井会員：：篠原会員：細井会員：：篠原会員：細井会員：：篠原会員：細井会員：    

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 ３３３３３３３３，０００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 ７８５７８５７８５７８５，５，５，５，５００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    １，２００，０００円１，２００，０００円１，２００，０００円１，２００，０００円    



第２２７８回例会第２２７８回例会第２２７８回例会第２２７８回例会    ２０１５年２月１９２０１５年２月１９２０１５年２月１９２０１５年２月１９日日日日    

3 クラブ合同例会（和泉屋）19 時点鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    28282828    12121212    2222    6666    90909090.00.00.00.00%%%%    

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：    本日は 3 クラブ大いに楽しんでください。    

折原（正）会員：折原（正）会員：折原（正）会員：折原（正）会員：    花粉が飛びはじめました。サム君は今日

実力テストだそうです。 

古谷古谷古谷古谷会員会員会員会員：：：：    千夏ちゃん今年は青少年委員会でガンバレよ。 

田中会員田中会員田中会員田中会員：：：：    本日もお世話になります。 

石井会員石井会員石井会員石井会員：：：：    春日部 EVRC、幸手中央 RC の皆様、本日は宜

しくお願い致します。親睦を深めたいと思います。 

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：    3 クラブ合同例会、初めての経験ですよろしく。 

戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員戸賀崎会員：：：：    皆様いらっしゃいませ。 

渋谷会員渋谷会員渋谷会員渋谷会員：：：：    本日はありがとうございます。次年度もよろしく

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

落合会員落合会員落合会員落合会員：：：：    今日は大勢で楽しみです。 

長岡会員長岡会員長岡会員長岡会員：：：：    お客様ようこそ。 

栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員：：：：    幸手中央 RC 池田さん、昨年はお世話になりま

した。3 クラブ合同が永遠に続くよう祈念します。 

折原折原折原折原((((正正正正))))会員会員会員会員：：：：    本日はよろしくお願いします。 

渡辺渡辺渡辺渡辺((((孝孝孝孝))))会員会員会員会員：：：：    3 クラブ合同例会楽しみです。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    両クラブの皆様いらっしゃいませ。 

古谷幹事：古谷幹事：古谷幹事：古谷幹事：新井新井新井新井((((武武武武))))会員：会員：会員：会員：小柳会員：篠原会員：小柳会員：篠原会員：小柳会員：篠原会員：小柳会員：篠原会員：    

石塚会員：大作会員石塚会員：大作会員石塚会員：大作会員石塚会員：大作会員：折原：折原：折原：折原((((弥弥弥弥))))会員：会員：会員：会員：渡辺渡辺渡辺渡辺((((良良良良))))会員会員会員会員    

井上会員：井上会員：井上会員：井上会員：武井武井武井武井((((章章章章))))会員：矢島会員：細井会員会員：矢島会員：細井会員会員：矢島会員：細井会員会員：矢島会員：細井会員    

小川会員：下津谷会員小川会員：下津谷会員小川会員：下津谷会員小川会員：下津谷会員    

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 ３９３９３９３９，０００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 ８２４，５８２４，５８２４，５８２４，５００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    １，２００，０００円１，２００，０００円１，２００，０００円１，２００，０００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＊＊＊    


	2015.2.12_New.doc

