Rotary Club

of

SUGITO

杉戸ロータリークラブ週報
2015～
2015～2016 年度 RI のテーマ
Be a gift to the worldry
会長 渋谷 忠明

幹事 折原 正昭

http://www.sugito.club

第２３２０回例会
第２３２０回例会 ２０１５年１２月１０日
２０１５年１２月１０日
点鐘
ロータリ ーソング

渋 谷会長
我等 の生業

四つのテストの唱和
会長挨拶

渋谷会長

本日は、平成 7 年にオープンした
長野県上田市にある美術館「無言
館」をご紹介致します。この美術館
は、第二次世界大戦で没した画学
生の慰霊を掲げて作られた美術館
です。この戦争で多くの東京美術学
校、いまの東京芸大の学生たちが多く出陣し、彼らの多く
が戦死したそうです。施設名の「無言館」は、展示される
絵画は何も語らず「無言」ではあるが、見る側に多くを語
りかけるという意味と、客も「無言」になるという意味を含
んでいるそうです。

幹事報告

折原幹事

吉川 RC より平成 28 年 3 月 16 日
（水）JGM ゴルフクラブやさと石岡
コースにて開催される「創立 45 周
年ポリオ撲滅チャリティゴルフ大
会」の案内が届いております。
第 6 グループガバナー補佐早川様より、平成 28 年 2
月 6 日（土）春日部市商工振興センターにて開催さ
れる「第 6 グループ IM」の案内が届いております。
韓国青少年訪日団日程表が届いております。
本日 12 月 10 日、渡辺孝会員のご尊父様、茂様が永
眠いたしました。詳細は事務局まで。

年次総会

石井エレクト

2016-2017 年度の理事・役員（案）発表いたします。
皆様のご理解とご協力をお願い致します。→可決

無言館は、戦没画学生たちの遺作となった絵画・作
品・絵の道具などを展示しています。私は鹿児島県の知
覧特攻平和会館に行ったことがあります。そこでは特攻
隊員の直筆の手紙で死を覚悟した彼らの気持ちを読むこ
とができますが、芸術の才能を花開かせる前に戦場で散
った画学生の物言わぬ作品は、胸に迫るものがあると言
います。8 月 15 日終戦記念
日、12 月 8 日太平洋戦争勃
発、1 月 1 日元旦はいつも平
和について考える日でありた
いと思います。
本日は、上半期実績報告ということで、私の年度も折り
返しとなりました。このように無事に半期を終えることがで
きましたのも皆様のご協力のおかげと感謝致しておりま
す。私は来週のクリスマス例会に仕事で出席できません
ので、ここで皆様に御礼を申し上げます。

※ 2016-17 監査 矢島 紀一

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

半期実績報告
半期実績報告

（プログラム・R
（プログラム・R 情報） 廣井委員長
廣井委員長

半期実績報告

（社会奉仕）
（社会奉仕） 下津谷委員長
下津谷委員長

今年度からロータリー月間が大幅に

社会奉仕委員会としましては、年度

変わりました。ご存じのとおりロータリ

初めに掲げた委員会活動計画 6 項

ーの 6 つの重点事項（①平和の推進

目のうち 5 項目はクリアしたと思いま

②疾病との闘い ③きれいな水の提

す。最後の「少子高齢化の流れの中

供 ④母子の健康 ⑤教育の支援 ⑥

で出会いの場へのより多い参加を働

地元経済の成長）に関する月間が増

きかける、ブライダル委員会へ 5 名

えて財団寄りになっており、これをクラブの活動に反映さ

の登録」という項目だけは成し遂げておりません。しかし、

せるのは難しいことです。しかし地区の各委員会も 6 か月

私個人と致しましては、日本の人口が 1 億 2700 万人から

の経験を経て余裕ができ、卓話も充事したものになって

9000 万人になったところでそれほど変わりはく、かえって

いると思いますので残りの半期は積極的に外部卓話を取

ゆとりのある空間ができるとさえ思っております。このよう

り入れたいと思っています。

なことからこの項目だけ残ってしまったということです。活

半期実績報告

（会報・雑誌）
（会報・雑誌） 真中委員長
真中委員長

動全般と致しましては、ペットボトルキャップの収集は家

私は会報・雑誌委員長になるまで、

内も大変協力してくれて積極的に奉仕をしています。また

ガバナー月信やロータリーの友は軽

「杉戸町音楽祭」は大変感動致しました。真中さんを中心

く目を通すくらいでしたが、月初の雑

に創められたこの事業は素晴らしいですね。これは今後

誌紹介の為に注意深く当地区の投

も杉戸 RC 主催でやるべきであると私は思っております。

稿や横欄のページまで読むようにな
りました。こうしてみるとロータリーの
友は大変よい雑誌で RI の活動や最近の動向など新しい
発見があります。今では会報・雑誌委員長を引き受けて
よかったと思っています。半期を振り返り、自分自身にと
っては大変満足した上半期となりました。

半期実績報告

（退会防止・会員増強
（退会防止・会員増強）
止・会員増強） 石井委員長
石井委員長

半期実績報告

（R 財団） 関口委員長

今年度のスタート時は会員 38 名で

財団寄付につきましては、米山と共

したが、栗原会員の尽力により五十

に上半期の目標はすでに達成してお

嵐会員・宮田会員 2 名の増強を果た

りますのでご報告致します。

せました。また、今月の理事会では

先ほどの下津谷会員のブライダル

1 名の入会が可決致しましたので、

委員会につきましては、私はすでに委

下期は 41 名になります。

員会の使命は終わっていると思ってい

今年度は同じ宮代町の私と渡辺良一会員が会員増強

ます。これは田中 PG のお父様である田中兵衛徳さんが

の委員長・副委員長を務めますので、是非宮代町から会

ガバナーの時にできた委員会です。当時は奥様がコーデ

員を増強したいと思っていましたが残念です。しかし次年

ィネーターをしておりました。昔は結婚相談所というもの

度は旧杉戸 RC の会員であり、宮代町の町長でもあった

がなかったので、奥様の強い希望があったそうです。しか

庄司博光さん（現宮代町商工会副会長）が再入会を希望

し、今はコーディネーターを引き受けてくれる方がいない

していると伺っております。庄司さんが入会していただけ

そうです。昨今の状況から私はすでにこの委員会の使命

れば、おそらく同じ商工会のメンバーも候補になると思い

は終わったのではないかと思っています。

ますので期待をしております。そして、女性会員では、以

先日、青少年委員会の井上委員長から、次年度青少

前当クラブにも来ていただいたアンカルク㈱の赤井 美津

年交換を受けてくれないかと打診がありました。当クラブ

江さんもご実家と事業所が宮代町なので、私の年度で入

では 2 年連続受けているので難しいとお断りをしました。

会してくださるのではと思っています。私も次年度は会長

この地区は全国的にもおそらく一番多い交換留学生を出

として貢献できることを楽しみにしております

しているはずです。この青少年交換はとても素晴らしいプ

ログラムです。10 代の若い時期に 1 年間留学をするとそ
の成長ぶりは驚くほどです。多くの子どもたちにこのチャ

関口会員：
関口会員： 今年も残り少なくなり、例会もあと 1 回だけにな
りました。

ンスを与えたいと思いますが、残念ながら日本の住宅事

矢島会員：
矢島会員： 2 ヶ月ぶりの出席です。

情やその他の理由からホストファミリーが見つかりません。

武井会員
武井会員：
会員： いよいよ本年も例会場での例会も最後になりま

会員数の多い東京地区であってもマンション住まいや転
勤などでほとんど受けていないようです。

した。

下津谷会員
下津谷会員：
会員： 12/4 当社主催の房総温泉まつりと 2666 名

先週の雑誌紹介で紹介
されたと思いますが、杉戸
RC「流灯祭り」の記事が載
っておりました。最近は
「友」に掲載されることが
多くなりましたが、事業のたびに投稿することはとても良
い事だと思います。

が参加無事終了。遠くは岩手県からも 119 名が参加しま
した。

加藤会員
加藤会員：
会員： 今週末から忘年会週間に入ります。あまり乱れ
て評判を落とさないよう気を付けます。

深瀬会員
深瀬会員：
会員： 報告者の皆さん、ご苦労様です。
新井会員
新井会員：
会員： 宿場祭り無事終わりました。来年 28 年は本番
です。皆様よろしくご協力お願いします。

半期実績報告

（米山） 栗原委員長

石井会員
石井会員：
会員： 早いもので今年もあと 21 日となりました。猫の

度々ブライダルの件ですが（笑）、実

手も借りたいほど忙しいです。皆様も年末にかけて大忙し

はセミナーの時に誤解を招いてしまっ

となると思いますので、体調には充分気を付けて下さい。

たそうで、子どもの産める年代の方を

大作会員：
大作会員： 新年会、幹事さんよろしくお願いします。

集めるのではなく、壮年の方も老後一

折原（弥）会員
折原（弥）会員：
会員：宮田会員：
宮田会員：廣井会員：真中会員：
会員：廣井会員：真中会員：

人ではなく家族をもって過ごしてほしい

渡辺（嘉）会員：栗原会員：馬場会員

という趣旨もあったそうです。私もブラ

本日のスマイル

イダル委員長を務めましたので、訂正をさせて頂きたいと
思います。そしてまた最近ブライダルが盛り上がってきて
いるそうなのでご協力お願い致します。
米山委員会からですが、康君の就職が無事に決まりま
した。これでひとつの役目が終わったかなと思います。康
君は継続生でしたので、来年は、奨学生は来ません。当

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

２６，０
２６，０００円
，０００円
４８７，０００
，０００円
４８７
，０００
円
１，２００，０００円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015 年 12 月 15 日 クリスマス例会のスマイル
クリスマス例会のスマイル

クラブは昨年度寄付額が 5 位でしたので、再来年はまた

スマイル本日投入額
スマイル累計額

奨学生を預かることになるはずです。寄付額については

スマイル目標額

３８，０００円
３８，０００円
５２５，０００円
５２５，０００
円
１，２００，０００円

上半期の目標額をすでに達成しています。今年度も地区

スマイル報告

で 5 位くらいにつけると思いますのでご報告致します。

廣井会長代理：
廣井会長代理： 本日は小林さんありがとうございます。

米山クラブ
米山クラブ表彰
クラブ表彰報告
表彰報告

折原幹事：
折原幹事：新井会員： 本日はお世話になります。

渋谷会長

米山寄付金累計 4,000 万円達成クラブの表彰が届いてお
ります。2770 地区でも 4,000 万円以上のクラブは、6,000
万円浦和東クラブ、4,000 万円の越谷南クラブだけです。

出席報告

落合会員
落合会員

落合会員
落合会員

小林会員：
小林会員： 本日クリスマス会、あぐり亭をご利用頂きありが
とうございます。楽しんでいってください。

関口会員：
関口会員： 廣井会長代理すばらしいあいさつでした。勉強
になりました。

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

下津谷会員：
下津谷会員： 落合委員長お世話になります。

40

19

21

0

11

75.00
75.00%

石井会員：
石井会員： クリスマスパーティよろしくお願い致します。楽

スマイル報告

落合会員
落合会員

渋谷会長：
渋谷会長： 上半期の例会場での最後の例会になります。
会員皆様のご協力感謝いたします。

折原幹事：
折原幹事：穂刈さんが休みの為、準備をしましたがとても大
変です。穂刈さんいつもありがとうと伝えたいと思います。

しみましょう。
舟越会員： お久しぶりです。

折原（弥）会員：宮田会員：

武井会員：
武井会員：矢島会員：馬場会員：栗原会員：渡辺（良）会員：
矢島会員：馬場会員：栗原会員：渡辺（良）会員：
石塚会員：古谷会員：大作会員：細井会員：真中会員：
篠原会員：戸賀崎会員： メリークリスマス!!

第２３２１回例会 ２０１５年１２月１５日
２０１５年１２月１５日
クリスマス家族例会（
クリスマス家族例会（アグリパークゆめすぎと）
アグリパークゆめすぎと）

