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点鐘
君が代・ロータリーソング
君が代・
ロータリーソング
四つのテストの唱和
お客様紹介

幹事報告

折原幹事

2016 年ソウル国際大会第 2770

渋 谷会長

地区ガバナーナイトの案内が届

奉仕の理想

いております。2016 年 5 月 28 日

大作会員

（土）17:00～インペリアルパレス

渋谷会長

ソウルで開催されます。登録料

第 6 グループガバナー補佐 早川芳夫様

はクラブでまとめて 12/15 に振り

幸手中央 RC 石橋久充様

込みますので出席者は事務局までお願い致します。

交換留学生 リサ・ドゥイさん

青少年奉仕部門より、平成 28 年 1 月 29 日（土）9:30

11 月誕生祝

共栄大学で開催される「インターアクト協議会及び韓

真中会員（5 日）

国訪日団歓迎会」の案内が届いております。

舟越会員（10 日）

11 月 9 日（月）開催されるグループゴルフの登録料

高橋会員（14 日）

を朝会場でお預かり致しますのでお釣りのないよう

栗原会員（17 日）

ご用意して頂きたくお願い致します。

関口会員（19 日）

本日お越しいただいている幸手中央 RC 石橋久充様

渋谷会員（19 日）

会長挨拶

より、埼玉杉戸ボーイズ杯協賛のお願いを頂いてお

渋谷会長

10 月 11 日（火）、すぎとピ
アにおいて、『杉戸警察署
管内地域安全・暴力排除推

ります。詳細は事務局までお願い致します。

理事会報告
12 月例会予定
3 日 誕生祝い・雑誌紹介・理事会

進大会』が開催されました。

10 日 年次総会・上半期実績報告

これは、犯罪や暴力をなくし、

17 日 12/15 クリスマス会に振り替え

安全で安心して暮らせる地

24 日 休会

域社会の実現を目指す目的として開催されたものです。

31 日 休会

地域安全または暴力排除に功労した団体としての当クラ
ブが表彰され私が代表として賞状を頂いて参りました。



宮田 雄一 40 歳 ㈲宮田電気

きましてありがとうございました。また朝早くから、準備や

五十嵐貴博 42 歳 ㈲五輪エクステリア

販売の協力をして頂きました会

11 月 26 日公式訪問にて会員に紹介、入会式予定

員や奥様方に感謝致します。
円の売上げ金をすべて富岡町
に寄付させて頂きます。

新入会員について 1
栗原会員の紹介 2 名 理事役員審議→可決

11 月 3 日産業祭バザーでは、多くのバザー品協力を頂

お蔭様で完売をしまして 69,990

石井エレクト



ガバナー公式訪問について
会員 11:30 集合（会場設営）、12:30 点鐘、13:50 クラ
ブ協議会、懇親会 15:30 予定

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



出席報告

地区事務所に関する経緯について
事務所オーナー物件売却に伴い 7/3 諮問委員会で、
物件を購入する方向で検討、事務所購入と一般社



落合会員
落合会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

38

18

20

0

16

89.47%
89.47%

団法人設立について各クラブ会長出席要請あり

スマイル報告

その他

早川芳夫様：
早川芳夫様： 公式訪問リハーサルよろしくお願いします。

・クリスマス会について都合により 12/15（火）に変更

石橋久充様：
石橋久充様： 埼玉杉戸ボーイズ応援お願い致します。

・11/15 地区大会 東武動物公園駅 10 時集合

渋谷会長：
渋谷会長： 今幸手中央 RC 石橋様ようこそ。早川 G 補佐、

・バザー報告（売上金 69,990 円）+10 円（関口）→
70,000 円 富岡町復興支援として寄付

お客様挨拶
お客様挨拶

幸手中央 RC 石橋久光様

幸手中央 RC の石橋です。昨年度は

落合会員
落合会員

公式訪問リハーサルご指導ありがとうございました。

落合（喜）会員
落合（喜）会員：
会員： 先日の 10 月 21 日(水)秋の日帰り旅行皆さ
んに大変喜んで頂きました。行った方だけの楽しい旅行
でした。次は是非行ってください。

「埼玉杉戸ボーイズ」のチーム代表で

新井会員
新井会員：
会員： 11 月 3 日産業祭、皆様に大変お世話になりまし

ある佐藤コーチと共にご挨拶に参りま

た。おかげさまで天候も秋晴れでした。

したが、今年度は 11 月 28 日に開催さ

石井会員
石井会員：
会員： 産業祭お疲れ様でした。バザー品が早々に売

れる杉戸ボーイズ杯の協賛のお願い

れて安心しました。早川ガバナー補佐、石橋様、リサ様よ

に参りました。杉戸 RC の皆さまとは 3

うこそ。宜しくお願い致します。

クラブ合同や地区大会で大変お世話になっております。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

留学生報告

古谷会員
古谷会員：
会員： 杉無事、体育祭、産業祭終わり、次は 12/6 開
宿 400 年のプレイベントです。ご協力をお願いします。

リサ・ドゥイさん

皆さんこんにちは。私は学
校では毎日、友達と日本語を
話して、放課後はダンスクラブ
に入って学校生活を楽しんで
います。先日のハロウィーンで
は渋谷と池袋に行って来ました。日曜日には野球観戦も
しました。火曜日には友達と原宿に行きました。これはと
ても楽しかったです。私は日本の文化と日本の料理が大
好きです。

大作会員
大作会員：
会員： ガバナー補佐、先日に引き続き当クラブへお出
かけくださいまして誠にありがとう存じます。

加藤会員
加藤会員：
会員： 秋らしい良い天気ですね。こういう日は、ゴルフ
か紅葉狩りですネ。

栗原会員
栗原会員：
会員 ： 早川ガバナー補佐、あともう少しです。月曜日
雨でもゴルフ頑張りましょう。

折原幹事：下津谷
折原幹事：下津谷会員
下津谷会員：
会員：篠原会員：
篠原会員： 早川ガバナー補佐よ
ろしくお願いします。石橋様、リサさんようこそ。

関口会員
関口会員：
会員： 産業祭お疲れ様でした。天候に恵まれて良かっ
たです。早川ガバナー補佐、2 週続けてご苦労様です。

ガバナー公式訪問リハーサル
第 6 グループガバナー補佐早川 芳夫様
先週の夜間例会では、長谷川補佐
幹事と伺い大変お世話になりました。
杉戸 RC さんは今年度で 45 周年、杉戸
中央でも 20 周年の経験がございます
ので、私は安心しております。
井原ガバナーは、お母様のご実家が春日部ということ
で、春日部・杉戸は大変馴染みのある故郷のようなところ

廣井会員
廣井会員：
会員： 早川ガバナー補佐、本日はありがとうございま
した。本番の時には遅くまでお付き合い致します。

真中会員：
真中会員： 本日は 74 歳の誕生日、後期高齢者に向かって
まっしぐらです。

渡辺（孝）会員：
渡辺（孝）会員： 11/3 産業祭バザーが早めに終わって良
かったです。

田中会員
田中会員：
会員：渡辺（良）会員：馬場会員：
渡辺（良）会員：馬場会員： お客様ようこそ。

本日のスマイル

であると仰っております。当

スマイル本日投入額
スマイル累計額

日は皆さんと懇親を深める

スマイル目標額

ことが出来ると思います。
それでは、次第に沿ってリ
ハーサルを始めます。

２８，０
２８，０００円
，０００円
３９８，０００
，０００円
３９８
，０００
円
１，２００，０００円

第２３１６回例会 ２０１５年１１月１２日
11/15 地区大会振り替え
地区大会振り替え（さいたま市文化センター）

