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渋 谷会長
奉仕の理想

四つのテストの唱和
お客様紹介

大作会員
渋谷会長

これを入会して間もない会員に提示してすぐ理解できる
でしょうか。私はそう思えません。私はそれよりも、ロータ
リーの楽しさをもっと教えるべきだと思います。私はよく論
語から言葉を引用させて頂きますが、「これを知る者はこ
れを好む者に如かず、これを好む

公益財団法人春日部青年会議所 理事長 村上 聡様

者はこれを楽しむ者に如かず」つ

次年度理事長 橋本和伸様

まり、「よく知る人もそれを好む人

次年度専務理事 山田正典様

には勝てない、好む人もそれを楽

12 月誕生祝

しむ人には勝てない。」と言う意味

井上勝雄（4 日） 古谷松雄（8 日）

会長挨拶

です。ロータリーを良く知る人も、

渋谷会長

ロータリーを楽しんでいる人には

先日 RLI（ロータリーリーダーシッ
プ研究会）パートⅡに栗原会員、廣
井会員と参加をして参りました。こ
の研究会は入会年数の若い会員（2
～3 年）がロータリーを勉強し語り合
いましょうという趣旨ですが、実際は
入会 2 か月から 30 年のベテランの方までおります。そし
て 6 つのグループに分かれてディスカッションが始まるの
ですが、「さあ、皆の意見を交換しましょう」と言われても、
なかなか本音で語り合うところまではいきません。ベテラ
ンの会員の前で、入会して間もない会員にさあ質問してく
ださい、意見を言ってくださいと言っても、何を言っていい
のか、何を質問していいのか分からないというのが本音
だと思います。もちろん遠慮もあるでしょう。その後、栗原
会員が「入会間もない会員からどんな意見を吸い上げ、
どのような方向にまとめるはずだったのか、落としどころ
がまったくわからなかった。」と厳しい意見が聞かれまし
た。これについて栗原会員から意見を聞きたいところでし
たが、本日は欠席でとても残念です。
「ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕
の理念を奨励し、これを育むことにある。」とありますが、

勝てないということでしょうか・・・!?
どんなに立派な思想や理論であっても、またロータリー
がどんなに立派な奉仕活動であっても、楽しみがなかっ
たら、人は続けられないと思います。ロータリーの楽しさ
は何かということを 地区はもっと前面に押し出して皆さん
に知って頂くことに時間を費やした方が効果的ではない
かと思います。

幹事報告

折原幹事

地区事務所より、ガバナー月信第
6 号（12 月号）送付遅延の報告が
届いております。
平成 28 年 1 月 8 日（金）10:30～す
ぎとピアにて開催される賀詞交歓
会の案内が届いております。

理事会報告
1 月例会予定
7 日 新年会（大吉）18:30 点鐘
14 日 誕生祝い・雑誌紹介・理事会
21 日 会員卓話
28 日 地区役員活動報告

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

石井エレクト
石井エレクト



カウンセラー報告

新入会員について 1
古谷松雄会員の紹介 1 名 理事役員審議→可決




廣井会員

先週の金曜日からホストファミリーが変わり、宮代町の

仁部 前崇 52 歳 （宗）上原寺

島村さんという家にお世話になっております。また今週の

新年会について

土曜日から春日部共栄高校が修学旅行でシンガポール・

開場：大吉 18:30 点鐘

マレーシアに行きます。土曜日朝 4:50 春日部駅集合で春

ソウル国際大会について

日部西のリクと他生徒と共に羽田に向かいます。

登録者： 田中夫妻：関口夫妻：折原正昭夫妻：
栗原夫妻：落合(喜)会員：渋谷会員：下津谷会員：
石井英子様（国際大会・ガバナーナイト登録）予定


その他
・12/19 富岡 RC クリスマス家族例会について
出席：渡辺会員・関口会員・新井会員・武井会員
・クラブ A4 封筒発注について→ロータリーの公式ロ

※廣井カウンセラー朝早くありがとうございました。

お客様挨拶

JC 理事長 村上 聡様

本日は例会の貴重なお時間を頂きありがとうございま

ゴを入れてのデザインを中央印刷にオーダー済み

す。私は春日部青年会議所の第 51 代理事長の職をお預

・新春マラソン協賛金 2 口 10,000 円

かりしております。日頃より皆様には私たちの運動にご理

奨学生報告

康 鎮凡君

解とご協力を賜り感謝と御礼を申し上げます。貴クラブで

先月は就職の内定を頂き嬉しい 1 か

は私どもの落合君、馬場君がお世話になっておりまして

月でした。皆様には大変ご心配をお

重ねて御礼を申し上げます。本年度 5 月 24 日に行われ

かけしました。振り返ってみると就職

ました第 45 回埼玉ブロック大会におきまして、杉戸 RC の

が決まる前はやはり努力が足りなか

皆さまより多くのご支援を賜りまして埼玉県内約 2 万名の

ったかなと思います。大学は残り 4 か

御来場者をお招きし開催理念であります、『夢の力』を埼

月半ですが、大学生活の締め括りな

玉県内へと発信することができました。また、8 月 1 日に

のでしっかり悔いのないよう過ごしたいと思います。

は多くの皆さまより春日部青年会議所創立 50 周年記念

※康君の就職先は、ヤマシンフィルタ㈱（東証 2 部上場）

式典におきまして皆様よりご祝辞を賜りましたこと重ね重

神奈川奈横浜市に本社のある産業用のフィルタを作って

ねではございますが感謝と御礼を申し上げます。

いる会社です。

留学生報告

本年度、『積極果敢、未来に向けた新たな一歩を踏み
リサ・ドゥイさん

出そう』をスローガンに 1 年間活動を行って参りましたが、

皆さんこんにちは。今日は

この 50 年という半世

ドイツの宗教について話した

紀を迎え、そして更な

いと思います。ドイツ人のほと

る新たな半世紀となる

んどがキリスト教です。イエ

51 年目の理事長予定

ス・キリストは約 2000 年前に

者が 9 月の総会にて

神の子として地球に生まれました。そしてキリスト教を伝

決まりましたのでご紹

えました。キリストは十字架にかけられますが、復活し天

介させて頂きます。

にのぼり今でも世界を見守っています。

お客様挨拶

JC 次年度理事長 橋本和伸様

キリスト教には 4 つの大きな行事があります。生まれた

私は 2016 年度第 52 代理事長の職をお預かりいたしま

赤ちゃんに水をかけ信者となる儀式である「洗礼」と 14 歳

す橋本和伸と申します。春日部と冠しております団体ゆ

でキリスト教の教えを学び、その信仰を固める「堅信礼」、

えに、春日部市に局地的な運動発信をしているように思

そしてカップルが神の前で永遠の愛を誓う結婚式と、キリ

われがちですが、我々の活動エリアと致しまして、春日部

スト教は死後の世界を信じているのでお葬式を開きます。

以外にも杉戸町、宮代町にも活動エリアと捉えております。

キリスト教は素晴らしい教えですので少しでも広まればい

まだまたこの地にも青年運動の発信が必要であると捉え

いなと思います。

まして、来年は特に杉戸エリアに運動発信をしていきたい

と考え、実行責任者として馬場君に引き受けて頂きました。

12 月号は、ロータリーア

我々の運動がこの地域を変えると信じて 1 年間この理事

ットワークをご紹介致します。

長の職をお預かりする所存でございます。つきましては、

縦 P.29『来日学生の特別合

来年も引き続きのご理解とご協力、ご鞭撻のほどお願い

宿オリエンテーション』には

申し上げます。

第 2770 地区の交換留学生

20142014-15 年度各種表彰

の様子が載っております。リサも浴衣姿で写真に写って

廣井年度の合併、増強に伴う表彰が RI より届きました。

います。ここで挨拶や掃除、マナーやルールを学んだそう
です。そして、P.33 には杉戸クラブの「流灯祭り」記事も載
っています。是非読んでください。

出席報告

落合会員
落合会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

38

18

22

0

11

72.50%
72.50%

スマイル報告
雑誌紹介

真中会員

先月は雑誌紹介がなかったので、11

落合会員
落合会員

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。
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。

月号より横 P.12「ポリオ撲滅へのロータ

渋谷会長：
渋谷会長： 春日部青年会議所の皆様、杉戸 RC へようこそ

リーの軌跡」をご紹介致します。まず皆さ

折原幹事：
折原幹事： 春日部青年会議所の皆様ようこそ。

んは、ポリオプラスの「プラス」の意味を

石井会員
石井会員：
会員： 今年も早いもので師走に入りました。年末まで

ご存じでしょうか。私は知りませんでした。

多忙な日々が続くと思いますので、体調管理には充分気

1985 年、RI がポリオプラスを開始したとき、「プラス」とい

を付けてください。

う言葉は、ポリオ撲滅の試みが、子どもの間で流行する
他の 5 つの伝染病、破傷風、はしか、風疹、百日咳、ジフ

下津谷会員
下津谷会員：
会員： これから房総へ行って来ます。温泉まつりに
参加の 2700 名のお客様への挨拶です。

テリアの予防接種にもつながるだろうと考え「プラス」とさ

加藤会員
加藤会員：
会員： 先週は関西出張でガバナー公式訪問に出席で

れたそうです。ポリオ撲滅の恩恵は、ワクチンを低温で運

きず申し訳ありませんでした。実は帰りに京都へ寄って紅

搬、保存する新しい物流方法や新たなポリオ発症の発見

葉を見てきました。天気も良く素晴らしい紅葉でした。・・・

を目的とする研究所や診療所の巨大なネットワークによ

申し訳ありません。

り、他のウイルスの感染状況も監視、また世界的な保健

大作会員
大作会員：
会員： 会長はじめ会員の皆様、先日はガバナー公式

問題に取り組むための官民のパートナーシップが確立さ

訪問ごくろうさまでした。また、当店をご利用くださいまして

れました。現在では、ポリオ撲滅後のほかの感染症との

ありがとうございました。

闘いを支えていくインフラと協力体制という遺産を意味し

篠原会員
篠原会員：
会員： 春日部青年会議所の皆さんようこそ。

ているそうです。

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

ロータリーの近代歴史の中で 30 年に及ぶ、ポリオプラ

雨でもゴルフ頑張りましょう。

ス計画ｈ「END POLIO NOW」として成果を上げつつ「THIS

渡辺（孝）：
渡辺（孝）： 今年もあと 1 か月、1 年はあっという間ですね。

CLOSE（あと少し）」を迎え、ビル・アンド。メリンダ・ゲイツ

武井会員
武井会員：
会員：新井会員： お客様ようこそ。

財団の協力を受け、現在 99.9％以上の発症抑制を現実

深瀬会員
深瀬会員：
会員： お客様いらっしゃいませ。

のものとしています。

渡辺（良）会員
渡辺（良）会員：
会員： 急な用事のため早退させていただきます。

ロータリーの歴史や

中野会員
中野会員：
会員：馬場会員：細井
馬場会員：細井会員
会員：細井会員：
会員：落合(
落合(優)会員：真中会員

なぜロータリーはポ

本日のスマイル

リオを手掛けたのか
がわかります。是非

スマイル本日投入額
スマイル累計額

ご一読を。

スマイル目標額

２１，０
２１，０００円
，０００円
４６１，０００
，０００円
４６１
，０００
円
１，２００，０００円

２０１５年１１月８日 第 6 グループゴルフ
杉戸 RC フェイスブックより （フレンドシップ CC）
CC）

総合優勝おめでとうございます
総合優勝おめでとうございます!!
優勝おめでとうございます!!

２０１５年１１月１４日
２０１５年１１月１４日 第 2530 地区大会
福島県 関口博正 RI 会長代理

２０１５年１１月１４
２０１５年１１月１４日
５年１１月１４日 第 2770 地区大会
さいたま市文化センター
さいたま市文化センター 大ホール

ロータリークラブ公式ロゴ

