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吉岡ガバナー補佐もこの周年事業の出席は大変だっ
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廣 井会長
奉仕の理想

よ早川さんですね。早川さんとは、いつも喫煙所で一緒に
なり打ち合わせをしてそのまま飲みに行く感じですが、夜
のテンションとは大分違いますね。早川さんとは 10 年以

第 6G ガバナー補佐 吉岡 修様
ガバナー補佐幹事 川鍋 秀雄様
次年度ガバナー補佐 早川 芳夫様
米山奨学生 康 鎮凡君

会長挨拶

廣井会長

早いもので、今年度最後の月となり、
私の会長の時間も残すことあと 3 回に
なりました。毎週何を話そうか考えな
ければなりませんが、なるべくその時
話題になっている事や流行っているも
のからピックアップして、楽しんで頂け
るように努めてまいりました。今までは、TV やラジオ、雑
誌・新聞などからの情報を斜め読みしたり、流して聞いた
りしていましたが、会長の時間をするようになってからは、
皆様にお話しできるよう一歩踏み込んで得るようになりま
した。まず本人がきちんと理解をしていないと、実際話す
内容の 1 割か 2 割くらいしか伝わらないものです。ちょっ
と小耳にはさんだ話や知ったかぶった内容は意外とすぐ
に分かってしまいます。職人の世界でも同じです。人に教
えたり伝えたりすることは大変難しく、相手がよほど精通
した人でない限り 10 話して 10 伝わることはまずないでし
ょう。この 1 年は私にとって、とても勉強になりました。
今年度は田中作次ガバナー年度にできたクラブが多
いこともありまして、地区全体でも周年事業が多い年度で
した。多くの周年式典に参加させて頂きましたが、同じ地
区でもやはりそのクラブのスタイルやカラーがありますね。
これも勉強になりました。

たと思いますが大変お疲れ様でした。次年度は、いよい

上のお付き合いですが、大変バイタリティのある方で、ほ
とんど夜ですが（笑）、飲み会をしているといつの間にか
いなくなってしまいます。明日が早いので失礼します・・・
ではなく、このあと２軒も 3 軒も行かなければならないの
で早めに切り上げるのです。次年度の会長幹事会は、2
次会３次会が大変だと思いますが、渋谷年度にお任せし
たいと思います。
今月は総会や各団体の親睦とうで忙しい月だと思いま
すが、月末のクラブ親睦旅行、夜間例会の出席を宜しく
お願い致します。

幹事報告

古谷幹事
古谷幹事

春日部 RC より、昨年 11 月 22 日
に行われた 50 周年式典の御礼
状と記念誌が届いております。
次年度米山記念奨学部門より、
平成 27 年 7 月 19 日（日）13:30
～ラフレさいたまにて開催される
部門セミナーの案内が届いております。
青少年奉仕部門より、平成 27 年 7 月 25 日（土）13:00
～川口市民ホールで開催される部門セミナーの案
内が届いております。
次年度青少年部門より、「フレッシュ高校生感動体
験プログラム」の協力の願いが届いております。これ
は、埼玉県教育委員会で中途退学防止を目的に実
施された職業体験プログラムです。
地区事務所より、クールビズでの対応のお願いが届
いております。

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

理事会報告

渋谷エレクト

7 月例会予定





2日

近津神社参拝、夜間例会（大吉）

て皆様には大変お世話になりました。

9日

誕生祝い・雑誌紹介

本日は、出るのが遅れまして例会に

16 日

会員増強部門 卓話

間に合か大変心配しましたが、数える

23 日

セミナー報告

とここまで 13 か所信号があるのです

30 日

夜間例会

が、普段の行いが良いからなのか 1

7 月 2 日（木）近津神社参拝について

回しか信号で止まらずにやって来ることができました。
先ほどお話しがありましたが、フジテレビの「おじゃ

集合：近津神社 午前 11 時 祈祷後解散（30 分）

MAP」で春日部が取り上げられたときに、偶然取材を受

お神酒・神主依頼⇒栗原会員

けることになりました。テレビの反響はすごいもので、どこ

2015-16 年度 RI 人頭分担金等支払について

に行っても TV のことを言われます。最近ようやくほとぼり

次年度より 7 月 1 日現在のオンラインデータ上の会

が冷めてきたところです（笑）。いずれに致しましても、今

員数で請求が決定し変更不可。分担金が発生してし

年一年間は、色々ありましたが皆様に感謝を致しており

まうので退会者情報を早めにお願いします。

ます。ありがとうございました。

6 月親睦旅行について（6/4 現在参加者情報）

お客様挨拶

ゴルフ： 石塚、石井、折原（正）、折原（弥）、加藤、



ガバナー補佐幹事 川鍋 秀雄様

今年度は、ガバナー補佐幹事とし

初穂料：10,000 円（クラブより）



お客様挨拶

次年度ガバナー補佐 早川 芳夫様

次年度第 6 グループのガバナー補

武井、中野、馬場、廣井、深瀬、古谷（豊）、細井、

佐を務めさせて頂きます春日部イブ

矢島、井上、新井(武)

ニング RC の早川です。先ほど廣井

保留： 戸賀崎

宿泊： 石井、折原（正）、折原（弥）、加藤、下津谷、

会長からご紹介を受けたとおりの人

関口、武井、田中、馬場、廣井、古谷（豊）、細井、

間でございます（笑）。しかし、受けた

矢島、渡辺（孝）、新井（武）、井上 保留：落合（喜）

からにはこれはロータリーの宿命で

今年度スマイル支払状況

すので、夜だけでなく昼間もしっかり務めたいと思います

図書寄贈：638,720 円（上期 306,720 円、下期 332,000

ので皆様ご協力よろしくお願い致します。

円）・音楽祭：100,000 円

青少年交換：180,000 円

本会計へ補填：400,000 円 ⇒承認

お客様挨拶

第 6 グループガバナー補佐 吉岡 修様

昨年の今頃は、栗原 G 補佐から引
き継ぎどのようにやっていこうかと、早

井原年度より、マイロータリーの登録が必須となります。
私はアナログな人間ですから PC ができません。よって登
録は娘にお願いしました。イブニングでは現在まだ 4 名で
すが、各クラブ PC に詳しい人がリーダーとなって各クラブ
会員 50％になるようお願いしたいと思います。

川さんのように各クラブを回りながら

次年度の予定ですが、平成 27 年 11 月 9 日（月）第 6

考えておりました。先ほど会長の時間

グループゴルフ、平成 28 年 2 月 6 日（土）に IM を予定し

でも廣井会長が仰っておりましたが、

ています。IM の会場は、商工会議所を押さえております。

今年度は、特に杉戸 RC・杉戸中央

講師は、元東京農大教授であり発酵学者、小泉武夫氏

RC の合併から始まり、春日部 RC50 周年、庄和 RC25 周

にご縁がありお願いすることになりました。

年とグループ内の周年事業が多い年でありました。

ロータリーは「Yes かハイ、しかない」と言われ入会し 20

またチャリティゴルフ、IM では、皆様のご協力のおかげ

年が経ちました。初めての地区への出向は、三國年度の

で無事に開催することができましたこと大変感謝申し上

地区副幹事ですね。うちにはもっと相応しい人が多くいる

げます。あとはすべて早川さんにお任せしたいと思ってお

のですが、先輩である地区幹事の鶴見さんの一言で決ま

ります。一年間本当にありがとうございました。

りました。地区では、新井さん、栗原さん、廣井さんには

最後になりましたが、杉戸 RC の皆様のご健勝とクラブ
のご発展を御祈念申し上げてご挨拶とさせて頂きます。

大変お世話になりました。これから一年間お願いすること
ばかりですが、皆様ご協力よろしくお願い致します。

奨学生報告

康 鎮凡君

先月、米山学友会の研修旅行で栗
原さんと千葉に行って参りました。昨
年の奨学生の方々と一緒でしたが、
就職している人や大学院に進学して
いる人などそれぞれ新しい生活を送っ
ています。彼らは今年奨学生になった
人にとっては憧れの存在です。私も先月、筆記試験を通
過し今月プレゼンテーションを含めた面接があります。大
変緊張しますが頑張ります。

雑誌紹介（ロータリーの友）

小柳会員
小柳会員

雑誌紹介の前に、次年度職業奉仕
委員長としてご報告致します。「杉戸町
中学生社お会体験チャレンジ事業」と
いう中学生職場体験の協議会が、5 月
21 日（木）すぎとピアで開催されました。
7 月から 9 月にかけて町内 3 校約 430 名の中学生が様々
な職種の事業所で職業体験活動を行います。杉戸町教

じめ様々な施設になっていますが、キャンプ座間の 7 割

育委員会より是非ともご協力くださいと要請がありました

が未だ相模原市に属しています。このような市の特徴とし

のでご報告致します。

ての「宇宙」「基地」ですが意外と印象が薄いというのがま

本日は、縦欄 P.9 わがまちそしてロータリーをご覧くだ

た相模原市の特徴なのだそうです。

さい。今月は「はやぶさ・米軍基地、そしてリニア・・・」とい

この相模原市にもうひとつ、新たにリニア新幹線の停

うタイトルで神奈川県相模原市が取り上げられています。

車駅ができることになりました。東京・名古屋を時速 500

私の事業所の工場は、群馬県にありますが、その近くに

キロで結ぶリニアモーターカーの最初の停車駅が「橋本

小さな会社があります。何を作っている会社なのですか、

駅」です。好機到来！と昨年、「橋本」の地名を冠した「相

とたずねると「はやぶさの部品を作っています」というので

模原橋本 RC」が創立されたそうです。
リニアもそうですが、圏

大変興味をもって話を聞いたことがあります。
皆 様 ご存 じの通 り 、小

央道の開通で新しい工場

惑星探査機「はやぶさ」は、

や物流センターの動きが

7 年間 60 億キロに及ぶ宇

始まり、地味なイメージの

宙の旅から帰還し、カプセ

相模原市は今とても勢い

ルだけをオーストラリアの

があるように思えます。人

砂漠に送り届け、自らは

口も急増、交通の便もよく、

流星のように燃えつき感動を与えたことは記憶に新しい

「米軍基地」という新たな

と思います。そのはやぶさの拠点である JAXA（宇宙航空

日米親善のイメージと「宇

研究開発機構）の宇宙科学研究所が神奈川県相模原市

宙開発」というアカデミック

にありますが、ご存じだったでしょうか。
人口 72 万人の政令指定都市である相模原市は、都心
1 時間足らずということからベットタウンとして急速に発達

な一面も持つこの市はとても面白く今後の発展が楽しみ
なまちであると思いました。どうぞ、ご一読を。

出席報告

折原会員

しました。また都市から近い広野は軍にとって都合がよく

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

戦前から「軍都」として開発され、戦後は米軍基地、施設

39

20

19

1

12

82.05%
82.05%

として使用されています。40 年前に返還され、JAXA をは

スマイル報告

折原会員

廣井会長： 吉岡ガバナー補佐、川鍋補佐幹事、お疲れ様で
した。早川次年度ガバナー補佐、飲み過ぎ注意で一年間
宜しくお願い致します。
古谷幹事： 例会になかなか出席できずにすみません。
吉岡 修様： 一年間お世話になりました。杉戸クラブの皆様
に感謝申し上げます。本日もよろしくお願い致します。
川鍋 秀雄様：
秀雄様： 一年間大変お世話になりありがとうございま
した。

矢島会員： お客様ようこそ。早川次年度 G 補佐ご指導よろ
しくお願いします。
新井（武）会員： 先日の総代会で商工会会長を務めること
になりました。皆様今後よろしくお願い致します。前関口
会長さん長い間大変ごくろうさんでした。
折原（正）会員： 吉岡様、川鍋様、早川様、ようこそ！
康君元気ですか？
深瀬会員：吉岡ガバナー補佐、川鍋補佐幹事、早川次年度
深瀬会員：
ガバナー補佐、ようこそお越しくださいました。

早川芳夫様：
早川芳夫様： 本日宜しくお願いします。

渋谷会員：武井会員：折原（弥）会員：真中会員：
渋谷会員：武井会員：折原（弥）会員：真中会員：：小柳会員
武井会員：折原（弥）会員：真中会員：：小柳会員

落合（喜）会員： もう 6 月が来てしまった。年を取ると一年が

渡辺（嘉）会員：
渡辺（嘉）会員：大作会員：渡辺（良）会員：栗原会員：

早い。当年とって 67 才もう先が少ない。人生楽しくしなくて
はネ。
下津谷会員： 吉岡補佐、川鍋補佐幹事、大変お世話になり
ました。早川さんよろしくお願いします。

戸賀崎会員：

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

３８，５００円
３８，５００円
１，１６４，０００円
１，１６４，０
００円
１，２００，０００円

