
   
    

 

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 
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第２２８６回例会第２２８６回例会第２２８６回例会第２２８６回例会    ２０１５年４月１６２０１５年４月１６２０１５年４月１６２０１５年４月１６日日日日    

4/174/174/174/17（（（（金）地区研修・協議会に振り替え金）地区研修・協議会に振り替え金）地区研修・協議会に振り替え金）地区研修・協議会に振り替え    

第２２８７回例会第２２８７回例会第２２８７回例会第２２８７回例会    ２０１５年４月２３日２０１５年４月２３日２０１５年４月２３日２０１５年４月２３日    

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                                                                                    我等の生業    

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                    真中会員 

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介 

すぎスポ 大島斎禮様 

米山奨学生 康 鎮凡様 

青少年交換留学生 サム・ゴードン君    

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    

 先日最後の会長・幹事会が開かれ

ましたのでご報告致します。各クラブ

の活動報告ですが、春日部 RC では

事情により会長エレクトと幹事が揃

って退会することになりました。ご心

配をおかけしましたが、ようやく落ち

着きましたと報告がありました。春日部南 RC・春日部 EV

は、ふれあいキューブで共催のチャリティライブを開催し

大成功に終わりましたと報告がありました。庄和 RC クラ

ブは 5 月 3 日に「大凧祭り」例会がありますので大勢のご

参加よろしくお願いしますということです。春日部市と庄

和町の合併前は、GW に春日部の「藤まつり」「庄和の大

凧祭り」はそれぞれ大きなイベントなのでお互い譲れない

と主張し合っていましたが、藤の開花がやや早いというこ

とで、ゴールデンウィークの前半に「藤まつり」、後半に

「大凧祭り」とようやく認知されつつあるそうです。 

財団米山の寄付状況ですが、当クラブは米山寄付率

145.2％で川口 RC に次ぐ 2 位になっています。1 位の川

口 RC は寄付率 200％なので、かなりの差があります。1

位を簒奪するのはかなり難しそうなので、なんとか 2 位の

まま年度末を迎えたいと思っています。 

  

サンパウロ国際大会の出

席状況は、当クラブで関

口会員ご夫妻、田中会員

ご夫妻と舟越会員の 5 名

です。春日部西 RC から

三國 PG、大東国際奉仕

部門委員長、そして庄和 RC は吉岡 G 補佐、菊池国際交

流委員長が参加します。 

会長賞の申請についてですが、1 名以上の純増を含め

全項目のうち 90 点以上がエントリーできます。当クラブは

100 点獲得していますので申請をしています。第 6 グルー

プでは杉戸と春日部イブニングと春日部南だけが会長賞

の権利があります。当地区では 74 クラブ中 24 クラブがエ

ントリーできる権利があるそうです。 

  ロータリアンの行動規範があるのですが、 

ロータリアンとして私は以下のように行動する。 

1. 個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基

準をもって行動する。 

2. 取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業

に対して尊重の念をもって接する。  

3. 自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特

別なニーズを抱える人びとを助け、地域社会や世界中

の人びとの生活の質を高める。 

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような

言動は避ける。・・・実はこの後にもう一つ 

5. 事業や職業における特典を、ほかのロータリアンに求

めない。という項目があったのですが、2014 年 10 月理事

会で、ラビンドラン会長エレクトの提案により、ロータリア

ン同士の物質的金銭的な相互扶助が認められるようにな

ったため、これと整合性を保つためにこの項目は抹消さ

れました。ロータリーの会員が他の会員に仕事を頼むの



は特別扱いになるのかどうかということですね。これが今

回相互扶助として認められたということです。 

 先日の地区協議会では、各委員長参加頂きましたあり

がとうございました。次年度の話になりますが、国際ロー

タリーがいよいよ会員管理、手続等をすべてオンライン化

することになりました。今まで各クラブの様々な事情によ

り任意であったのですが、本格的に移行されますので各

クラブご協力くださいということでした。 

寄付者表彰寄付者表彰寄付者表彰寄付者表彰                         廣井会長廣井会長廣井会長廣井会長 

 

 

 

 

 

 

折原会員 R 財団（第 4 回）   第 33 回 米山功労クラブ 

留学生・奨学生留学生・奨学生留学生・奨学生留学生・奨学生                      廣井会長廣井会長廣井会長廣井会長 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生 康 鎮凡君    留学生 サム・ゴードン君 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                           廣井会長廣井会長廣井会長廣井会長 

 春日部ロータリークラブ、パスト会長武井様がご逝

去されましたと訃報が届いております。北春日部会

館にて通夜 4 月 24 日(金)18 時、告別式 25 日（土）

10 時からです。キリスト教のため、香典はご霊前で

はなくお花料でお願いしますと書かれています。 

 平成 27 年 5 月 17 日(日)9:00～埼玉会館にて開催さ

れる RLI パートⅢの案内が届いております。これは

参加者があまりにも少ないということで、再度案内を

出し参加者を募ったそうです。 

 平成27年5月3日（日・祝）

大凧祭りの案内が届いて

おります。庄和 RC のテント

が下流会場に設置されて

いますので是非行ってみ

てください。また、5 月 3 日

10 時～12 時にはガバナー

凧を上げる予定です。 

 平成 27 年 6 月 1 日（月）18:30

より、彩の国さいたま芸術劇

場にて「大空にはばたけ愛の

響き」ロータリーチャリティコン

サートがさいたま大空 RC の

主催、2770 地区第 3 クループ、

財団・米山学友会の後援で

開催されます。チケットは 3,000 円ですので、当クラ

ブでは8枚のお願いが来ています。希望者は事務局

までお知らせください。 

お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶                すぎスポすぎスポすぎスポすぎスポ    大島斎禮様大島斎禮様大島斎禮様大島斎禮様    

毎年すぎスポ賛助の御礼に上がら

せて頂いております大島です。おかげ

様で会員数が、小学校 1 年生から 84

歳の高齢者まで、実は私が 84 歳最高

齢ですが（笑）、クラブ数も 19 に増え

会員数 500 名を突破致しました。 

ロータリークラブのような大規模の奉仕活動はできま

せんが、日頃は杉戸小学校の草取りや大島新田のゴミ

拾い、また 100 キロマラソンの給水所のお手伝いなど、そ

の他色々な社会活動をさせて頂いています。 

私は体操を教えていますが、この歳でまだ後継者がい

ません。杉中の体操部と小学生、40 名ばかり 4 時～7 時

まで週 2 日教えています。本当は体力的に辛いのですが、

私がやめてしまうと体操部が潰れてしまうので頑張ってい

ます。その他に、フットサルがあり最初は 4 名でスタートし

ましたが現在 40 名になり熊谷や鴻巣からコーチを呼んで

います。指導者がプロなので非常にお金がかかります。 

先日エコスポいずみのプールに蓋をしてホールが出来

上がりオープン事業を開催しました。私の率いる体操部

から 30 名、イオンの新体操部が春日部から 30 名、中学

の剣道部、空手クラブ、フォークダンスクラブ、よさこいな

ど 500 名ほど来場し、非常に盛大に行うことができました。

このような事業ができましたのも皆様のご理解とご協力

のおかげと感謝致します。今後は、エコスポいずみのあ

る杉戸東地区をどのように活性化させるかが課題となっ

ておりますが、現在、将棋と健康麻雀の会員募集を始め

ました。麻雀は手先を使い、数を数え、会話をしながらす

るので高齢者のボケ予防になるそうです。 

今後はお風呂以外でも集客できるよう、さまざまな事業

を展開して町の発展に努めたいと思いますので、ご協力

よろしくお願い致します。 



クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会                     渋谷エレクト渋谷エレクト渋谷エレクト渋谷エレクト 

 先日は、各委員長の皆様、クラブ研

修・協議会にご参加頂きましてありがと

うございました。本日はクラブ協議会と

いうことですが、手続き要覧によると、

クラブ協議会の目的は、地区協議会に

おいて立案、提案された計画、並びにクラブが RI の年次

テーマと強調事項を取り組む方法について、説明、検討

し協議するということだと書かれています。 

クラブ協議会では各委員長から地区協の報告をして頂

きますが、その前に井原エレクトの要請事項を報告しま

す。地区運営方針の一つである「新しいロータリーを学ぼ

う」では、今までのロータリーの基本である倫理運動、奉

仕と親睦など基本的な事以外で、新しいことを始めましょ

うということです。PETS 報告でも言いましたが、地区では

「認知症に対する理解と実践」に取り組みます。埼玉県で

は高齢者が 300 万人、そのうち認知症の方は 40 万人い

るそうです。地区では埼玉県と協力し認知症サポーター

の推進に力を入れるそうです。 

そして、会長からもありましたが、国際ロータリーでは

全ての手続きがオンライン化されます。井原エレクトから

も皆様の登録のご協力をよろしくお願いしますと言ってお

られました。 

広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会                           真中委員長真中委員長真中委員長真中委員長    

広報部会では、まず PG の渡辺和良

次年度諮問委員から基調スピーチがあ

り、その後各担当委員長の話がありま

した。星野部門委員長からは、「広報に

担当している委員の方は必ず外出する

時、ロータリーバッジを身に着けていただきたい。ロータリ

アンひとり一人が広報員だと認識してください」と言ってお

りました。 

ロータリーの友地区代表委員の隅内さんは、ロータリ

の友の投稿をお願いしたいということの他に、投稿が採

用されるコツをお話しされました。 

・写真は生き生きしているもの（集合写真はダメ） 

・色のきれいな写真を選ぶ 

・投稿規定の文字数を守る「卓話の泉 800～1000 文字」

「友愛の広場 1000 文字以内」「ロータリーアットワーク

写真を付けて 150 文字以内」 

・個人や団体を中傷誹謗したものは NG 

・地区内クラブ内のモメごとに係わるもの NG 

・活動してから 1 か月以上したもの NG 

・周年記念式典の記事 NG 

以上のことを念頭にして投稿をしてくださいと言っていまし

た。今年度、地区では対外広報委会と対内広報委会が設

置されました。対外広報では、公共イメージと認知度の向

上を目指し、ガバナーを中心にして各方面に様々な活動を

展開していきたいそうです。7 月埼玉新聞、9 月埼玉テレビ

にロータリークラブの紹介があるそうです。また新聞・雑誌

への井原ガバナーの特集記事を掲載するそうです。 

対内広報委員会では、オンラインツールを活用し、ロー

タリークラブが各クラブ間の情報を共有して活動にあたって

頂きたいということでした。 

会員増強・退会防止会員増強・退会防止会員増強・退会防止会員増強・退会防止委員会委員会委員会委員会               石井委員長石井委員長石井委員長石井委員長    

会員増強は、井原エレクトの地区目標

の 2 番目にあげられています。会員数が

49 人以下のクラブは、少なくとも 1 名以

上の純増を達成してくださいということで

した。また特に職業分類表の未充填の

部分を充足してくださいということです。

そして入会 3 年未満の退会者をなくすよう努力してください

と言っておりました。私は入会して 3 年 5 か月で 3 年未満を

何とか無事に過ごせました（笑）。どんなに増強しても退会

者が増えれば意味がありません。そして、途中退会をした

元会員にもアプローチをしてくださいとのことです。 

増強の増は、即ち数を増やすことですが、強は質を高め

るということです。最も大切なことは会員満足度の高いクラ

ブであること、自分のクラブを自慢できないようでは新会員

を勧誘できないということですね。増と強は、表裏一体とい

う話でございました。 

一番印象に残っているのは、田中徳兵衛次年度担当諮

問委員が言った言葉です。会員が辞める特徴の一つは、

会員同士の仲が良すぎること。他の人が入りにくい状況で

すね。多様性を受け入れるクラブでなければなりません。

そして奉仕活動に熱心すぎること、奉仕活動の幅が広がり

ません。会員数が 40 名以上であると良い環境で活動がで

きるそうです。当クラブは、ちょうど 40 名ですから活動がで

きる人数だと思います。ま

た、他クラブで増強に成功

している良い例がございま

したが、次の機会にご紹介

したいと思います。 

 



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    11117777    22223333    2222    11113333    77775555.00.00.00.00%%%%    

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：    サム誕生日おめでとう。 

大島大島大島大島斎禮斎禮斎禮斎禮様様様様：：：：    大変お世話になります。本年もよろしくお願

いいたします。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    久し振りの例会で楽しみでした。来週は沖縄へ

釣りに行くので楽しみです。 

石井会員石井会員石井会員石井会員：：：：    新緑の季節です。田植えも始まりました。大い

に仕事をし、レクリエーション等で大いに楽しみましょう。 

関口会員関口会員関口会員関口会員：：：：    久し振りの例会です。暖かくなって来ました。 

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    2 つの学校のあいさつ運動に参加しましたが、

小学生との元気なあいさつ交流に楽しいひとときを過ごし

ました。 

第２２８８第２２８８第２２８８第２２８８回回回回    例会２０１５．４．例会２０１５．４．例会２０１５．４．例会２０１５．４．３０３０３０３０ 

夜間例会（高橋屋）夜間例会（高橋屋）夜間例会（高橋屋）夜間例会（高橋屋）18:0018:0018:0018:00 点鐘点鐘点鐘点鐘    

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 

 当クラブ海員武井敏夫会員が平成 27 年 4 月 29 日

逝去されました。東武レクイエム聖殿春日部にて、

通夜・告別式が執り行われます。    

 （公財）埼玉県腎・アイバンク協会より、第 26 回総会

の案内が届いております。    

 ガバナー事務所より、ネパール地震被害 緊急支援

のお願いが届いております。    

 広報部門より、My Rotary 推進者設置のお願いが届

いております。    

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    

39393939    24242424    15151515    1111    10101010    87.1887.1887.1887.18%%%%    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員：：：：    落合さんに今お世話になっています。 

武井武井武井武井((((章章章章))))会員会員会員会員：：：：    久しぶりの例会場の例会です。    

落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員落合（喜）会員：：：：    暑くもなく、寒くもなく、今がいちばん良い

季節ですネ。これから次から次へと花が咲くぞ。 

大作会員大作会員大作会員大作会員：：：：    春も大分高まってきました。すると暑くなるので

すね。 

落合落合落合落合((((喜喜喜喜))))会員会員会員会員：：：：    どこに行っても桜が満開だ。いまがいちば

ん良い季節ですネ。 

渋谷会員渋谷会員渋谷会員渋谷会員：：：：    クラブ協議会ご協力ありがとうございました。 

細井会員細井会員細井会員細井会員：：：：折原折原折原折原((((弥弥弥弥))))会員：馬場会員：古谷（松）会員：会員：馬場会員：古谷（松）会員：会員：馬場会員：古谷（松）会員：会員：馬場会員：古谷（松）会員：    

矢島会員：矢島会員：矢島会員：矢島会員：篠原会員：真中会員：篠原会員：真中会員：篠原会員：真中会員：篠原会員：真中会員：お客様ようこそ。 

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 ２６２６２６２６，０００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 ９９３９９３９９３９９３，５００円，５００円，５００円，５００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    

    

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    

永嶋幸男様永嶋幸男様永嶋幸男様永嶋幸男様：：：：    お世話になります。 

関口会員：関口会員：関口会員：関口会員： 濱野ガバナー2 回目の非公式訪問ありがとうご

ざいます。また、本日のゴルフは天気が良くて最高でしょう。 

石井会員：石井会員：石井会員：石井会員： 濱野ガバナーご夫妻、ようこそいらっしゃいまし

た。本日は大いに楽しんでください。更なる懇親を深めさせ

て頂ければ幸いです。 

折原（正）会員折原（正）会員折原（正）会員折原（正）会員：：：：    ゴルフお疲れ様でした。ガバナー、永嶋会

長ようこそ。 

大作会員：大作会員：大作会員：大作会員： 本当のあたたかい陽気になりました。 

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。 

下津谷会員：下津谷会員：下津谷会員：下津谷会員： お暑うございます    

戸賀崎会員：廣井会長：渡辺（嘉）会員：中野会員：石塚会員：戸賀崎会員：廣井会長：渡辺（嘉）会員：中野会員：石塚会員：戸賀崎会員：廣井会長：渡辺（嘉）会員：中野会員：石塚会員：戸賀崎会員：廣井会長：渡辺（嘉）会員：中野会員：石塚会員：    

小川会員：茂田会員：細井会員小川会員：茂田会員：細井会員小川会員：茂田会員：細井会員小川会員：茂田会員：細井会員::::折原（弥）会員折原（弥）会員折原（弥）会員折原（弥）会員：：：：真中会員：篠原会真中会員：篠原会真中会員：篠原会真中会員：篠原会

員：古谷（松）会員員：古谷（松）会員員：古谷（松）会員員：古谷（松）会員：：：：武井会員：新井会員：矢島会員：渋谷会員武井会員：新井会員：矢島会員：渋谷会員武井会員：新井会員：矢島会員：渋谷会員武井会員：新井会員：矢島会員：渋谷会員    

濱野ガバナーご夫妻ようこそおいで下さいました。 
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