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第２３３６回例会
第２３３６回例会 ２０１６年３月３１日
杉戸 RC 創立 45 周年記念例会 （和泉屋）

申し遅れましたが、私 40 周年の実行委員長を務める予
定でしたが、3・11 大震災のため中止、再度の出番となり
ました。尚、今回よんどころなく欠席された春日部西 RC
から祝電が、そして長年の友、同クラブの古野忠行会員
からお祝いが届いております。また、一昨年 9 月ホテルで
の合併式典を行ったばかりでもありますので、本日はささ
やかなお祝いの席になりましたことをご了承頂きたく存じ
ます。結びにあたりまして、所属ロータリークラブの益々
のご発展とご列席の皆様のご健勝を心からお祈り申し上
げまして挨拶とさせて頂きます。

来賓紹介・会長挨拶
点鐘
渋 谷会長
歓迎のことば 創立４５周年実行委員長 下津谷忠男

会長 渋谷 忠明

本日は、杉戸 RC45 周年記念例会
にご臨席賜りましてありがとうござい

杉戸 RC 創立 45 周年記念例会にお

ます。45 周年といいますと杉戸 RC

きまして国際ロータリー第 2770 地区ガ

の 45 名の会長がいるということにな

バナー井原 實様を始め皆様のご列席

ります。また一昨年合併しました杉戸

を賜り本例会が開かれますことはこの

中央 RC の会長 20 名を入れますと総

上ない喜びでございます。皆様の温か

勢 65 名の歴代会長おり、1 人を欠けても現在の杉戸 RC

い友情に感謝申し上げます。

はありません。この悠々たる歴史を感じながら本日はこ

杉戸 RC の 45 年は、正に関口博正会員と共に歩んだ歴

の例会を楽しみたいと思います。皆様、本日はどうぞよろ

史と言えます。現在唯一の創立会員であり‘95 年杉戸中

しくお願い致します。

央 RC 創立時の特別代表を勤めました。2002 年にはガバ

関口博正 PG 超我の奉仕受賞式

ナー就任、一昨年、杉戸・杉戸中央両 RC の合併時には、

「超我の奉仕賞」というの

スムーズな統合に貢献しました。そしてこの度、ロータリ

は、ロータリーにおける最高

ー最高の名誉の賞とされる「超我の奉仕賞」を国際ロータ

の賞です。全世界で 150 名し

リーから贈られ、本日元 RI 理事 北 清治様より授与され

か頂くことができません。今

ます。偶然とはいえ 45 周年を祝う快挙でございます。

年度は、世界から約 500 名

現在会員数 41 名ですが昭和 60 年生まれ 30 歳の青年

北 清治様

の申請があり、受賞できたの

馬場茂明会員もいれば 74 歳の私のような者もおり、多士

は 137 名日本からは 1～2 名です。本来この賞が公開さ

済々、老荘青のバランスも良く私は毎週例会場に行くの

れるのは 7 月 1 日なのですが、私が RI 理事という立場で

を楽しみにしております。

推薦しましたので、私のところに早めに通知が参りました。

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

本日の創立 45 周年記念例会という日に合わせてお渡し

（2006 年に解散）、その後 1995 年には杉戸中央 RC を創

できますことを大変る嬉しく思います。

立し大活躍をなされました。そして、一昨年 2014 年に杉

私は関口ガバナーの時に、地区幹事をなさった武井会

戸中央 RC と合弁し新生杉戸 RC として 50 歳前後の若い

員の下、ガバナー補佐を務めさせて頂きました。幸か不

会員を中心としたクラブとしてスタート致しました。2 つの

幸か、その後ガバナーをすることになりまして、大変良い

会員数約 20 名のクラブが、一緒になって誕生致したこの

経験をさせて頂いたと思い、その後は、地区やクラブに恩

クラブは、お互いのクラブの良い点を共有し、また悪い点

返しをするつもりで一生懸命ロータリー活動をしておりま

は新しいやり方に改めるという方針で親睦に注力され活

した。そして、日本を代表して RI 理事を務めることになり

気のあるクラブに生まれ変わった姿を拝見いたしまして、

ました。7 月からは、本部の財団の管理委員をすることに

クラブの皆様に敬意を表します。クラブの活躍に関しては、

なりました。

46 年前のクラブの創立から現在至るまで、在籍している

2020 年東京オリンピック、パラリンピックの年に、日本の

唯一のチャーターメンバーである関口博正 PG にそのご

ロータリーは 100 周年を迎えます。東京ロータリークラブ

功績と、またこの度の「超我の奉仕賞を受賞」受賞に大変

が創設されてから 100 周年ということです。そして日本の

敬意を表します。今後はさらに会員増強に力を入れて若

ロータリー100 周年の委員会ができ委員長を務めること

い会員を増やし新しい奉仕事業に取り組み地区をリード

になりました。私がこのようなロータリー活動をできるのも

していくクラブになられることをご期待申し上げお祝いの

関口 PG の時にご指導頂いた杉戸 RC のおかげでござい

言葉とさせて頂きます。

ます。45 周年の席を前にして、関口パストガバナー、武井

来賓祝辞

パスト地区幹事、杉戸 RC の皆様に御礼を申し上げます。

受賞の挨拶

関口博正パストガバナー
関口博正パストガバナー

杉戸町町長 古谷 松雄様

本日は杉戸 RC 創立
45 周年記念例会にお招

本年度 7 月の第 1 回

きいたしましてありがとう

の 諮 問 委 員 会 で「 超 我

ございます。ここに記念

の奉仕賞」に推薦されチ

例会が盛大に開催され

ャレンジすることとなりま

ますこと心からお喜び申

した。この賞はハードル

し上げます。杉戸 RC の皆様におかれましては結成以来

が高いので無理だと思っ

45 年もの長きにわたり社会の奉仕という崇高な理念をも

ておりましたが、元 RI 理事の北さんと、田中作次元 RI 会

とより、地域や広く国際理解と平和の高い意識を養う奉

長、そして様々な方々のお蔭でこの賞を受賞することが

仕団体として、多岐にわたる活躍展開される発展を遂げ

できました。感謝申し上げます。そこで、私が 45 年間お世

られ、かつ確固たる基盤を築かれて今日を迎えられまし

話になったという気持ちで、クラブへ年数分（45 万円）の

たことは誠に慶賀に堪えないとこであり、歴代会長の皆

寄付を致したいと思います。50 周年へ向けて今後もお世

様を始め関係各位の並々ならぬご努力に対しまして深く

話になりますのでよろしくお願い致します。

感謝を称す次第でございます。

来賓祝辞

第 2770 地区ガバナー井原 實様

ロータリーの活動は、地域住民のボランティア精神を

本日ここに創立 45 周年

育み明るい地域づくりや青少年の健全育成に大きく貢献

の記念例会賑やかに挙

されるなどその果たす役割は大変大きなものとなっており

行されますこと誠におめ

ます。また現在わが町では、「みんなでよい町をつくろう」

でとうございます。地区内

をスローガンに町民との共同の町づくりを推進するため、

600 名の会員を代表致し

職員一丸となって取り組んでいるところでございます。今

ましてお祝いを申し上げ

後におきましても「住みごこち１００％のまちづくり」を目指

ます。杉戸 RC は河野秀夫ガバナー年度に春日部 RC を

して更なる努力を重ねてまいる所存でございますので、ど

スポンサーとして平野特別代表のもとに創立されました。

うか皆様方のご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い

創立時の会員は、35 名で、その後ピーク時には 50 名を

申し上げます。杉戸 RC のますますのご発展と皆々様の

要するクラブになりました。1990 年に宮代 RC を創立して

ご健勝とご多幸をご祈念申し上げます。

来賓祝辞

パストガバナー 石井 治様

米山奨学生終了証書授与

康鎮 凡君

私は 87 歳でこの地区のロ
ータリアンとしては最高齢の
一人であります。また私はロ
ータリークラブに 57 年間在籍
し 5 つのロータリークラブを作
ることに尽力し 3 つのクラブにガバナーを輩出させました。
このような素晴らしい功績はこの地区の PG でも私しかお

出席報告

落合会員
落合会員

りませんね（笑）。杉戸にロータリークラブをつくる際には

会員数
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MU

出席率

関口さんにお世話になりましたが、本日は、このような記

41
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念例会にお招きいただき、また杉戸 RC の古い会員の

スマイル報告

方々とお会いでき大変嬉しく思います。4 年後の 2020 年

早川芳夫様：
早川芳夫様： 45 周年まことにおめでとうございます。また、

には日本のロータリークラブ 100 周年がございます。それ

2 月 6 日の IM にはたいへんお世話になりました。ありがと

までは、ロータリアンとして頑張りたいと思っております。

うございます。

そして、皆様のご健勝とご多幸をお祈り致しましてご挨拶
とさせて頂きます。

来賓祝辞

田中会員
田中会員

長谷川光司様：
長谷川光司様： 本日は 45 周年記念おめでとうございます。
IM ではご協力ありがとうございました。今後ともよろしくお

春日部 RC 会長 寺門 孝彦様
孝彦様

杉戸 RC45 周年誠におめ

願い致します。

渋谷会長：
渋谷会長： 本日は当クラブ記念例会にご来場ありがとうご

でとうございます。また先ほ

ざいます。

どは関口 PG 超我の奉仕賞

折原幹事：
折原幹事： ご来賓の皆様、本日はありがとうございました。

の受賞おめでとうございます。

新井会員
新井会員：
会員： 45 周年長いようで、短いですね。

杉戸 RC は、昭和 46 年 3 月

関口会員
関口会員：
会員： 45 年間お世話になりました。

30 日に産声を上げたということですが、私は当時中学 2

下津谷会員：
下津谷会員： つたない挨拶になり申し訳ありません。

年～3 年になろうという時でした。45 年が経ち現在はロー

篠原会員：
篠原会員： お客様ようこそ。

タリアンとして春日部 RC の 2 回目の会長を仰せつかり次

舟越会員：
舟越会員： お客様ようこそ。50 周年に向け全員でがんばり

年度はガバナー補佐として皆様にお世話になります。
杉戸 RC は先ほど下津谷実行委員長が言われたとおり
に、老・壮・青のバランスがとてもよいですね。しかし、春
日部 RC は石井 PG も含め、壮と青しかおりません（笑）!!
そのつもりで頑張っております。

ます。

石井会員：
石井会員： 創立 45 周年記念おめでとうございます。50 周
年に向けて頑張りたいと思います。

矢島会員：
矢島会員： 関口 PG おめでとうございます。北 PG しばらく
ぶりです。

当クラブは現在会員数 36 名ですが、関口 PG が栗原会

渡辺（孝）会員：
渡辺（孝）会員： お客様ようこそ。

員、田中会員などパストガバナー補佐や若い会員を一生

田中会員：
田中会員： 本日は 45 周年ご出席ありがとうございます。

懸命育てていく姿勢などを見習い会員増強とクラブの発

栗原会員：
栗原会員：折原（弥）
会員：折原（弥）会員：
折原（弥）会員：渡辺（良）会員：仁部会員
会員：渡辺（良）会員：仁部会員

展に力を注ぎたいと思います。杉戸 RC のますますのご

宮田会員：大作会員
宮田会員：大作会員：五十嵐会員：戸賀崎会員
会員：五十嵐会員：戸賀崎会員

発展と皆々様のご健勝とご多幸をご祈念申し上げます。

細井会員：小柳会員：渡辺（嘉）会員

記念事業発表

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

４８，０
４８，０００円
，０００円
８０１，０００
，０００円
８０１
，０００
円
１，２００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽
財団・米山クラブ寄付

杉戸町 小中学校図書寄贈

杉戸ロータリークラブ創立 45 周年記念例会 懇親会 （和泉屋）

第２３３７回例会
２３３７回例会 ２０１６年４月７日 お花見夜間例会（高橋屋）１８：３０点鐘
お花見夜間例会（高橋屋）１８：３０点鐘

