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第２３１８回例会
第２３１８回例会 2015 年 11 月 26 日
歓迎!!井原ガバナー 公式訪問（和泉屋）

会長挨拶

渋谷会長

本日は井原ガバナーをお迎えし先ほ
どの面談では、クラブ運営についてご指
導頂き大変有意義な時間を過ごすこと
ができました。これからまた卓話でガバ
ナーの生の声を聞くことができることを
楽しみにしております。本日は宜しくお願い致します。

幹事報告

折原幹事

2018-2019 年度ガバナー候補者の
推薦について、地区ガバナー指名
委員会に候補者案を提出するよう

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

渋 谷会長
奉仕の理想
廣井会員
渋谷会長

国際ロータリー第 2770 地区ガバナー 井原 實様
第 6 グループガバナー補佐 早川 芳夫様
地区副幹事 大庭 秀夫様
交換留学生 リサ・ドゥイ
米山奨学生 康 鎮凡

新入会員入会式

要請がきております。
青少年奉仕部門より、第 28 回訪韓
団派遣学生募集終了報告とお礼が届いております。
国際奉仕部門より 15-16 年度 RID3800 地区フィリピ
ン国際奉仕 PJ 検証ツアーの案内が届いておりま
す。
杉戸町商工会議所より、平成 28 年 1 月 8 日(金)すぎ
とピアにて開催の「杉戸町新春賀詞交換会」の案内
が届いております。会費 3,000 円
第 32 回杉戸町新春マラソン大会協賛のお願いが届
いております。詳細は事務局まで問合わせください。
富岡ロータリークラブより、平成 27 年 12 月 19 日（土）
いわきワシントンホテルにて開催される「クリスマス
家族例会」の案内が届いております。

奨学生報告
ご入会おめでとうございます

宮田会員 五十嵐会員

五十嵐 貴博会員 1973 年 7 月 25 日生まれ 42 歳
㈲五輪エクステリア 杉戸町鷲巣 488-47 0480-36-5086
宮田 雄一会員 1974 年 11 月 22 日生まれ 41 歳
㈲宮田電気 杉戸町宮前 287-26 0480-38-0021

皆さんこんにちは。本日は学校から直
接会場に来たので私服で失礼致します。
先日、ようやく就職の内定を頂きました。
ご心配をおかけしましたがここで報告がで
きて嬉しいです。ありがとうございました。

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

康 鎮凡君

留学生報告

リサ・ドゥイさん

今年度は、RI のホームページである My Rotary へロー

皆さんこんにちは。日本とドイツの学

タリアン一人一人が登録するように要請を受けておりま

校では違いがたくさんあります。ドイツで

す。また、各クラブの会長、幹事にはロータリークラブセン

は学校に制服がなく服装や髪形も自由

トラルへの登録が要請されています。これを達成するた

です。また学校も 7 時から午後 1 時まで

めにクラブには My Rotary 推進者を設けるようにお願いし

でその後は部活動もなくそのまま帰宅し

ています。My Rotary 推進者の支援を受け、インターネッ

たり友達と話したりしています。日本の学校は校則が多

トへのアクセスに慣れて、My Rotary を活用して頂くようお

いですが日本の文化としてそれも楽しんでいます。これ

願いします。2015～2016 年度が貴クラブにとりまして素

からも日本の文化をもっと勉強したいと思います。

晴らしい年度となるようにお祈り申し上げます。

卓話

出席報告

第 2770 地区ガバナー井原 實様

2015～2016 年度の RI テーマは、「世
界へのプレゼントになろう（Be a gift to
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the world）」です。私は 1 月 18 日から 23

スマイル報告

日まで、アメリカ・サンディエゴで開催さ

早川芳夫様：
早川芳夫様： 第 6 グループ最後の公式訪問宜しくお願いし

れた国際協議会に出席し研修を受けて
参りました。RI 会長はじめ、元会長、理事のスピーチは素
晴らしいもので、国際協議会を準備・運営している RI スタ
ッフとも話す機会が有りました。これらの経験を通じ、初
めて RI を身近に感じることが出来ました。
K.R. “ラビ” ラビンドラン会長は印刷、包装、デジタル
メディアの上場企業、Printcare PLC の創始者・CEO（最

落合会員
落合会員

ます。訪問リハーサルよろしくお願いします。

大庭秀夫様
大庭秀夫様： 公式訪問に井原ガバナーと来ました。
すばらしいクラブ協議会でありますように。

渋谷会長：
渋谷会長： 井原ガバナー、早川ガバナー補佐を迎えて公
式訪問が開催出来ますこと感謝致します。

折原幹事：
折原幹事： 井原ガバナー本日はありがとうございました。
関口会員
関口会員：
会員： 井原ガバナー、大庭副幹事ようこそ。公式訪問

高経営責任者）です。Printcare はティーバッグ製造業界

も自分のクラブを残すのみですね。ご苦労様でした。

で世界最大手と言われています。スリランカから初めて

廣井会員
廣井会員：
会員： 井原ガバナー本日はありがとうございました。

の RI 会長です。

新井会員
新井会員：
会員： 井原ガバナーよろしくご指導お願い致します。

ラビンドラン会長は、「私たちがこの世を去った後、人

栗原会員
栗原会員：
会員： 井原ガバナーようこそ。大庭さんご苦労様。

が思い起こすのは、私たちが生前乗っていた車でも、着

大作会員
大作会員：
会員： 井原ガバナー、早川 G 補佐、ご苦労様です。

ていた服でも、肩書でも、役職でもありません。人生の価

落合（喜）会員
落合（喜） 会員：
会員： 井原ガバナー、早川ガバナー補佐、寒い

値は、どれほど得たかではなく、どれほど与えたかによっ

中雨天にもかかわらずご苦労様です。

て判断されるのです」と仏教やヒンズー教の考え方を語り

武井会員
武井会員：
会員： 公式訪問ご苦労様です。ご指導お願いします。

ました。そして、RI テーマを「世界へのプレゼントになろう」

渡辺（良）会員：
渡辺（良）会員 ： 井原ガバナーさん杉戸のクラブのご指導

と発表し、「地位や身の上にかかわらず、才能、知識、能

を宜しくお願いします。

力、努力、そして献身と熱意など、誰でも与える事のでき

古谷会員：
古谷会員： 井原ガバナーようこそ杉戸へ。

る何かをもっているはずです。私たちはロータリーを通じ

五十嵐会員：井上会員：下津谷会員：折原（弥）会員：

て、これらを世界にプレゼントすることで、誰かの人生に、

戸賀崎会員
戸賀崎会員：
会員：中野会員：渡辺（孝）会員：馬場会員：

そして世界に、真の変化を起こすことができるはずです」

篠原会員：深瀬会員：真中会員：
篠原会員：深瀬会員：真中会員：長岡会員：宮田会員：
：真中会員：長岡会員：宮田会員：

と締めくくりました。これを受けて、私は、2015～2016 年

渡辺（嘉）会員：

度の地区活動方針を「ロ
ータリーは奉仕を通じて、
人づくり自分づくり」としま
した。また、地区運営方針
を「ロータリーを学ぼう、そ
して楽しもう」としました。

本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

４２，０
４２，０００円
，０００円
４４０，０００
，０００円
４４０
，０００
円
１，２００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

