
   
    

 

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 
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会長会長会長会長    渋谷渋谷渋谷渋谷    忠明忠明忠明忠明            幹事幹事幹事幹事    折原折原折原折原    正昭正昭正昭正昭 
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第２２９９第２２９９第２２９９第２２９９回例会回例会回例会回例会    ２０１５年７月１６２０１５年７月１６２０１５年７月１６２０１５年７月１６日日日日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     渋谷会長    

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                    馬場会員 

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介 

会員増強維持部門委員長 木戸 良樹様 

会員増強維持委員長 小沢 孝様 

第 11G 川口モーニング会長 工藤 篤志様 

アンカルク株式会社 赤井 美津江様 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                 渋谷渋谷渋谷渋谷会長会長会長会長    

 お茶の味わいには、「甘味、渋み、

苦み」この３つがあると言われます。1

杯目のお茶を 60℃で注ぐと甘味のあ

るお茶が生まれます。2 杯目のお茶を

70℃で入れると渋みがでるそうです。

3 杯目のお茶を 80℃で入れると苦み

の成分が引き立ってくるそうです。4 杯目以降のお茶は

「出がらし」と言われますが、千利休は、出がらしのお茶

の味がわかるようになることがお茶の極意だと言い、4 杯

目以降のお茶の味について「淡味」と表現しました。「甘

い、渋い、苦い」と言っているうちは、お茶が分かっていな

い。4 杯目以降の「淡味」を味わえるようになってこそ一流

であると利休は言ったそうです。また、「人の人生も同じ、

何もない淡々と流れる日々の生活が一番素晴らしいこと

である」とも言っています。チベット仏教のダライ・ラマも

「穏やかに死を迎えたいならば、穏やかに生きる事です」

と同じようなこと言っています。感慨深いですね。 

日頃私たちは、この「淡味」という味わいを知らず、不

平不満を言ったり、どうしても刺激的なことを求めてしま

いがちですが、小さな日常に感謝する気持ちを大切にし

て日々生活をしていきたいと思います。 

 

 

先日、読売新聞に株式会社セブン&アイ・ホールディング

スの記事が載っていました。自宅の玄関に立つ高齢女性

が、コンビニ店舗にいるはずの販売員から弁当を直接受

け取るシーンである。キャッチコピーは『その日、わが家

の玄関がセブン・イレブンになった。』 とあります。またタ

イトルは、「本業で社会に貢献」と書かれています。少子

高齢化が進むと、地域の小売店舗は減少するため、買い

物が不便になる。そこで、弁当・食料品や日用品を年中

無休で自宅へ無料配達するサービスを開始したのです。

本業のなかで、さまざまな社会課題の解決に取り組む」と

しているその理念は、ロータリーの職業奉仕に通じるもの

がありますね。 

 8 月 2 日（日）古利根川流灯祭りの日に、新井工業さん

の 1F で親睦会を行います。ロータリーデーとして募金活

動をします皆様のご協力宜しくお願い致します。 

協賛金の贈呈・表彰協賛金の贈呈・表彰協賛金の贈呈・表彰協賛金の贈呈・表彰     小林会員小林会員小林会員小林会員        古谷松雄会員古谷松雄会員古谷松雄会員古谷松雄会員    

 

 

 

 

 

アグリパーク花火協賛金      新入会員 2 名紹介者表彰 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        折原折原折原折原幹事幹事幹事幹事 

 大宮ロータリークラブより、平成 27

年 9 月 29 日（火）鴻巣 CC にて創

立 60 周年記念ゴルフコンペ開催

の案内が届いております。 

表彰式・懇親会はパレスホテル大

宮で行われます。チャリティ募金

はネパール地震の復興とボーイスカウトの支援に使

われます。 



青少年交換報告青少年交換報告青少年交換報告青少年交換報告                                      カウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラー    栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員    

7月 7日（火）サムがアメリカに帰国致

しました。当日は成田空港に全ホストフ

ァミリーと春日部共栄の生徒が 13 名サ

ムの見送りのために学校を休みました。

学校側も彼らを公欠にするという計らい

をしてくださり、サムがいかに学校で皆に愛されたかが分

かると思います。 

そして、本日、アメリカセントラルに派遣した高倉早紀さ

んが 15:30 成田に到着します。私と馬場会員、廣井会員

で迎えに行きます。さらに 8 月 13 日に小泉蒼馬君が、ド

イツに出発し 8 月 23 日ドイツから交換留学生のリサがや

ってきます。カウンセラーとしては、ここで次年度に引き継

ぎをしたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶   川口モーニング川口モーニング川口モーニング川口モーニング RCRCRCRC 会長会長会長会長    工藤工藤工藤工藤    篤志様篤志様篤志様篤志様    

渋谷会長、折原幹事新年度おめでと

うございます。私は昨年度、渋谷会長と

栗原会員に地区の米山委員会でお世

話になりました。渋谷会長は大変男気

があって豪快で自然体で素晴らしい方

だなあと常々尊敬申し上げておりました。今年度同期の

会長ということで大変うれしく思っております。木戸部門

委員長は当クラブの会員で、本日は卓話の応援と共通の

友人である宮代で活躍している赤井さんをご紹介したくて

やって参りました。本日は宜しくお願い致します。 

お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶    アンカルク株式会社アンカルク株式会社アンカルク株式会社アンカルク株式会社    赤井赤井赤井赤井    美津江様美津江様美津江様美津江様    

私は、宮代町で HP やチラシの作成、

事務代行などの仕事をしています。今は、

宮代町の「宮代で暮らそう」という定住促

進のウエブサイトを運営させて頂いてお

ります。そして日本工業大学とコラボして

マップを作ったりもしています。本日は貴重な時間を頂き

感謝しております。 

卓話卓話卓話卓話                    会員増強維持部門委員長会員増強維持部門委員長会員増強維持部門委員長会員増強維持部門委員長    木戸木戸木戸木戸    良樹様良樹様良樹様良樹様    

私はロータリーに入って 10 年目にな

ります。40 歳で独立をし、1 年目にある

人から紹介を頂き入会を致しました。当

時は、40 代の会員は数名しかおりませ

んでしたので、大変鍛えられました（笑）。

3 年前に会長になり、会員数 21 名でしたが 5 名増強致し

ました。翌年も 5 名増強しましたが、他のクラブではどの

ように増強をしているのか知りたくて、地区の会員増強委

員に手を挙げました。 

増強に成功しているクラブは、共通点があることに気

付きました。それは後ほどお話ししますが、とにかく独立

してから私はロータリーに大変お世話になりました。今の

会社があるのは、ロータリーのおかげだと思っています。

その恩返しをしたくて増強部門委員長をお受けました。 

では、PP にて増強の卓話をさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

卓話卓話卓話卓話                                            会員増強維持委員長会員増強維持委員長会員増強維持委員長会員増強維持委員長    小沢小沢小沢小沢    孝様孝様孝様孝様    

  6 月の部門セミナーで使われた資料をもとに、ディスカ

ッションをしたいと思います。ご協力宜しくお願いします。 

 

親睦旅行報告親睦旅行報告親睦旅行報告親睦旅行報告                                                                                              細井会員細井会員細井会員細井会員 

先日の親睦旅行では皆様と大変楽し

い時間を過ごすことができました。ゴルフ

のメンバーはご存じだと思いますが、私

はピートイン GC にてホールインワンを出

すことができました。その記念にクオカー

ドを作りましたので会委員の皆様とお客様にお配りしたい

と思います。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                       落合（喜）落合（喜）落合（喜）落合（喜）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    

33338888    16161616    22222222    0000    11113333    76.3176.3176.3176.31%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                           落合（喜）落合（喜）落合（喜）落合（喜）会員会員会員会員    

渋谷渋谷渋谷渋谷会長：会長：会長：会長：    木戸部門委員長、小沢委員長、本日は卓話あ

りがとうございました。工藤会長、赤井様、杉戸ロータリー

クラブへようこそ。 

木戸良樹様木戸良樹様木戸良樹様木戸良樹様：：：：    僕の卓話は魔法の卓話。いっぱい会員を増

やしてください。 

小沢小沢小沢小沢    孝様孝様孝様孝様：：：：    今日はお世話になります。 

工藤工藤工藤工藤会長：会長：会長：会長：    木戸 

折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事：：：：    木戸様、小沢様、工藤様、赤井様ようこそ。 

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    木戸様、小沢様、工藤様、赤井様、足元の悪

い中ありがとうございます。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    そろそろ梅雨明け、台風のあとかな。 

古谷古谷古谷古谷会会会会員員員員：：：：    18、19日は夏祭りです。皆さんよろしくお願い致

します。 

細井細井細井細井会員会員会員会員：：：：    皆さんのおかげでホールインワンが出ました。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    8/21 凸版のビール祭りやりますので是非お越

し下さい。最初の例会です。会長を補佐して、全力を尽く

しますので、ご指導の程よろしくお願い致します。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    これから成田に廣井直前と馬場君で行ってきま

す。台風が怖いですが、何かあったら妻に連絡して下さい。    

田中田中田中田中会員会員会員会員：：：：    本日は卓話ありがとうございます。 

小林小林小林小林会員会員会員会員：：：：    久しぶりの出席です。宜しくお願いします。 

武井会員武井会員武井会員武井会員：：：：    お客様ようこそいらっしゃいました。 

舟越舟越舟越舟越会員会員会員会員：：：：    お客様ようこそ。 

渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）会員会員会員会員：：：：    オタマジャクシは時間を経てナマズになり

ますが、烏は白鷺になりますか。猫は 10 年～20 年で猫又

になるとか、116 時間の審議でも違憲が合憲になるとな思

えませんが。 

馬場馬場馬場馬場会員会員会員会員：：：：真中会員：折原（弥）会員真中会員：折原（弥）会員真中会員：折原（弥）会員真中会員：折原（弥）会員    

本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル    

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 ２５２５２５２５，０，０，０，０００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 ５５５５５５５５，０００，０００，０００，０００円円円円 

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    

    

    

    

    

    



    

◆収入の部

　　科　　目 　　　　　　項　　　　　　　　目 今年度予算額

会費 上半期・下半期会費 28万円×37, 16万円X1 自動決済手数料あり 11,631,620

入会金

繰越金 前年度繰越金 8,504

収入合計 11,640,124

◆支出の部

　　科　　目 　　　　　　項　　　　　　　　目 今年度予算額

クラブ奉仕 クラブ奉仕（ガバナー公式訪問・さいしん･中央印刷お礼） 500,000

プログラム・R情報 0

会報・雑誌 420,000

会員増強・退会防止 0

親睦 900,000

出席 900,000

小 　　計 2,720,000

委員会奉仕 職業奉仕 5,000

社会奉仕 400,000

国際奉仕 5,000

青少年奉仕 900,000

特別事業費 70,000

小計 1,380,000

財団 ロータリー財団 942,400

米山記念奨学会 860,000

小計 1,802,400

分担金 地区分担金 28,000×38名 1,064,000

RI人頭分担金 56$X38 @124 263,872

米山普通寄付 5,000X38 190,000

特別分担金 1,000円×38名 38,000

小計 1,555,872

会議費 例会費 1,700,000

会長幹事費 180,000

小　　　計 1,880,000

事務局費 事務用品費 100,000

印刷費 50,000

通信費 200,000

人件費 960,000

慶弔費 150,000

支払手数料 34,000

事務所費 120,000

周年積立・予備費 687,852

小　　計 2,301,852

支出合計 11,640,124

　　　　２０１5～２０１6年度　　　杉戸ロータリークラブ予算（案）

大幅な変更がある場合は、理事会の了承の下、変更していく予定です。
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