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会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                 渋谷渋谷渋谷渋谷会長会長会長会長    

 私の年度もあと残すところ半月と

なりました。昨年 7 月に会長の挨拶

で壇上に上がってから早くも 1 年が

経とうとしています。一昨年廣井年

度で合併をして、私の年度では、両

クラブの社会奉仕事業を精査し、ど

の事業を残していくか、クラブ運営の方向性を考えて行

かなければならなかった年でした。しかしこの部分でリー

ダーシップをとれず、結局ほぼ全事業を行うことになって

しまい結果的に予算もギリギリで次年度への繰り越しも

できず、石井エレクトには大変申し訳ないと思っておりま

す。しかし、各事業を通しては勉強になることも多く収穫も

ありました。石井年度では、引き続きクラブの事業の再構

築をお願い致します。 

財団・米山寄付者財団・米山寄付者財団・米山寄付者財団・米山寄付者表彰表彰表彰表彰                                                            
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幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事 

� 奉仕プロジェクト部門より、平成

28 年 8 月 6 日（土）12:30 より越谷

サンシティホールにて開催される

「奉仕プロジェクトセミナー」の案

内が届いております。職業奉仕、

社会奉仕、国際奉仕委員長は分

科会がありますので出席お願い致します。 

� 青少年奉仕部門より、平成 28 年 7 月 31 日（日）９：

００より春日部共栄高等学校にて開催される、「第 29

回インターアクト年次大会開催」の案内が届いており

ます。    

お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶  幸手市倫理法人会幸手市倫理法人会幸手市倫理法人会幸手市倫理法人会    会長会長会長会長    谷野谷野谷野谷野    友昭様友昭様友昭様友昭様    

一本日は例会の貴重なお時間を

頂きまして、「幸手市倫理法人会のイ

ブニングセミナー」の告知をさせて頂

くことに感謝を申し上げます。 

倫理法人会は、実行によって直ち

に正しさが証明できる純粋倫理を基

底に、経営者の自己革新をはかり、心の経営をめざす

人々のネットワークを拡げ、共尊共生の精神に則った健

全な繁栄を実現し、地域社会の発展と美しい世界づくり

に貢献することを目的とした団体です。幸手市倫理法人

会は今から 13 年前、平成 13 年に設立をされております。 

その『倫理法人会活動指針』とは、 

①倫理の学習と実践の場を提供し、よりよい生活習慣と

ゆたかな人間性をそなえたリーダーを養成する。 

②深く家族を愛し、篤く祖先を敬い、なごやかでゆるぎな

い家庭を築く人を育てる。 

③「明朗」「愛和」「喜働」の実践により、躍動する職場づく

りを推進する。 



④愛と敬と感謝の経営をめざす会員の輪を拡げ、各種の

活動をとおして地域社会の発展に寄与する。 

⑤自然を畏敬・親愛し、「地球人」たる自覚を深め、環境

の保全と美化に貢献する。 

また、『倫理法人会会員心得』 

①朗らかに働き、喜びの人生を創造します。 

②約束を守り、信頼の輪をひろげます。 

③人を愛して争わず、互いの繁栄をねがいます。 

そして、忙しい経営者にとって朝の活用が「成功のカギ」

をにぎります。 

毎週 1 回木曜日早朝

（朝 6 時～7 時）にモー

ニングセミナーを行って

おります。このセミナー

は、倫理法人会の中心

活動です。朝を有効に

活かせるか否かが、１

日の成否を左右します。

早朝の爽やかな空気の

中で様々な業種のトッ

プが自らの生き方や会

社・家庭のありかたを真剣に考え、学んでいる姿に触れ

るだけで不思議と「積極的な考え方」「みなぎる力」が湧い

てきます。非会員の方でも無料で参加できます。 

1～2 ヶ月に１回、倫理研究所からの研究員や、講師専

門（各企業の社長さん）の方々が行うナイトセミナーもあり

ます。早朝に行うモーニングセミナーとは異なり会員同士

の懇親を深めます。又、講師を囲んでお酒を酌み交わし

ながらの仕事の情報交換や、心の交換の場として和気あ

いあいと進行します。倫理の実践で変化した仕事のこと

や、家庭のことや悩みなど、会員の腹を割った素直な考

え方を聞くことで、勇気づけられたり、考えさせられたり、

再確認させられることなど、様々な気づきがある場となっ

ております。 

さて、平成 28 年 7 月 10 日（日）18:00～19:00 カルスタ

すぎとにおいてイブニングセミナーを開催致します。講師

は倫理法人会の河野法人スーパーバイザーによる「なぜ

今地域に倫理が必要なのか、なぜ倫理を根付かせなけ

ればいけないのか」というテーマで講和をして頂く予定で

す。お忙しいとは思いますが、多くの方のご来場をお待ち

致しております。本日はありがとうございました。 

 

お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶              倫理法人会倫理法人会倫理法人会倫理法人会    専任理事専任理事専任理事専任理事    鈴木鈴木鈴木鈴木作一様作一様作一様作一様    

本日は例会の貴重なお時間を頂

きありがとうございます。私は、幸手

市倫理法人会 会長の補佐役として

参りました。私が専任理事となりまし

て 2 年になります。ロータリーでは期

首が 7 月と伺いましたが、私どもは 9

月が期首となります。 

幸手市倫理法人会では、4 号線沿いのホテルグリーン

コア本館１階にて、毎週 1 回（9 月より月曜日)木曜日、朝

6 時から経営者モーニングセミナーを開催しています。経

営者や幹部社員を対象に、朝の清々しい時間を使って、

純粋倫理に基づいた企業経営について学びます。セミナ

ー後の朝食会は、異業種交流、会員親睦、情報交換の

貴重な時間となっていますので、皆様是非一度お越しく

ださいますようお願い申し上げます。 

委員会報告（管理運営委員会報告（管理運営委員会報告（管理運営委員会報告（管理運営））））                                    渡辺孝委員長渡辺孝委員長渡辺孝委員長渡辺孝委員長    

 私の委員会では、プログラム・ロー

タリー情報、会報・雑誌、会員増強・

退会防止、親睦・出席の 4 つの委員

会を統括する委員会ですが、各委

員会とも問題なく成立しておりました

ので、私の出番はなかったと思いま

す。特に真中会員の雑誌紹介、落合会員の親睦につき

ましては感謝申しあげます。次年度も同じ委員長を拝命

致しましたが、次年度は各小委員会とも連携し、最終的

には会員増強に繋げ石井年度に貢献したいと思います

のでどうぞよろしくお願い致します。 

委員会報告（委員会報告（委員会報告（委員会報告（RRRR 財財財財団）団）団）団）                                                関口委員長関口委員長関口委員長関口委員長    

 財団につきましては、年次寄付目標

一人当たり 200 ﾄﾞﾙに対し 234 ﾄﾞﾙ、ポリ

オプラスは、目標一人当たり 50 ドルに

対し 100 ﾄﾞﾙを超えました。すべてクリア

をしております。ただ残念なことにベネ

ファクター（恒久基金）が出ませんでし

た。これは、まだ一度も恒久基金に寄付をしていない方

にお願いをしたいのですが、地区目標は年次寄付ですの

で問題ありません。地区では、未だに財団・米山寄付 0 と

いうクラブもありますが、当クラブは前期と後期に分けて

会費から寄付をしておりますので、次年度も問題なく

100%になると思います。次年度の委員長さんよろしくお願

い致します。 



委員会報告（米山奨学会）委員会報告（米山奨学会）委員会報告（米山奨学会）委員会報告（米山奨学会）                                    栗原委員長栗原委員長栗原委員長栗原委員長    

 今年度米山寄付に関しまして、おか

げ様で 1 人当たり 25,000 以上はクリア

しております。73 クラブ中、14 位～15

位になっております。パク・アヒョンさん

も 2 年間奨学生としてお世話になりま

すので、どうぞよろしくお願い致します。 

委員会報告（会員増強・退会防止）委員会報告（会員増強・退会防止）委員会報告（会員増強・退会防止）委員会報告（会員増強・退会防止）            石井委員長石井委員長石井委員長石井委員長    

昨年度 7 月 1 日スタート時は、38 名

でしたが、現在 41 名の 3 名増になって

おります。次年度も 2 名の入会予定が

ありますので、私の年度の目標 4 名の

増強も達成できるのではと思っており

ます。また、維持率 100％退会者 0 も

目標とさせて頂きますので、皆様のご協力よろしくお願い

致します。 

規定審議会報告規定審議会報告規定審議会報告規定審議会報告                                                                        石井エレクト石井エレクト石井エレクト石井エレクト    

  この規定審議会は、3 年に 1 度開かれます。今回は

181 議案が提案されております。今年の 4 月 10 日から 15

日まで、規定審議委員会がシカゴのマリオットホテルで開

催されました。各地区で 535 名代表議員が集まり、この議

員の資格は、ガバナーを全期務めた方になります。平成

13 年の時には、関口パストが代表になっております。 

議案はたくさんありますが、本日はクラブに直接関係

する項目のみご報告致します。16-21 クラブ例会の柔軟

性を認める件、ということで、「最低でも 1 か月に 2 回開催

しなければならない」が提案されました。これは、最低 2

回開催すればよいという解釈ではないので、2770 地区で

は今後も従来どおりということになります。他に、会計を

理事メンバーに加えるという件がありましたが、これはす

でに当クラブでは役員になっておりますので問題ありませ

ん。また、理事会報告を開催から 60 日以内に公表となっ

ておりますが、これも週報、フェイスブック等に随時公開し

ております。問題になったの

は、16-7 クラブ会員の入会金

廃止ですが、これにつきまし

ては、杉戸 RC 細則にもかか

わることになりますので、入

会金という標記から初年度会

費として、3 万円を上乗せした

金額に変えるなど工夫が必

要となります。 

規定審議会報告規定審議会報告規定審議会報告規定審議会報告                                                                            関口会員関口会員関口会員関口会員    

  規定審議会とは、

ロータリーにおける

唯一の立法機関で

す。3 年に 1 度開催

される規定審議会で

は、クラブや地区、

理事会などから提

案された立法案の審議と投票が行われます。ロータリア

ンが組織としてその運営について、意見を表明する場と

なります。 

審議会では、各地区から派遣された代表議員が、提出

された制定案（RI 定款、RI 細則、標準ロータリークラブ定

款の改正を目的とするもの）と決議案（組織規定の改正

を目的としないもの、RI 理事会に対する要請など）を討議

し、投票を行います。 

RI 理事会は、審議会で採択された決議案と、審議会か

ら理事会に回付された案件を討議し、決定を下します。 

2016 年規定審議会は、4 月 10 日～15 日に米国シカゴ

で開催されました。この審議会の正式な決定報告書は、2

カ月以内に各クラブに送られ、クラブは、これらの審議会

決定に対して 2 カ月以内に、反対意思を書面で提出する

ことができます。審議会決定は、審議会閉会直後の 7 月

1 日より発効となります。 

  私が代表議員を務めたときは、2010 年の地区大会で

代表議員を決議されました。この地区から提案した議案

は、『青少年部門を RI の定款に入れる』という提案でした。

（クラブの定款には入っていましたが）しかし、現地に行っ

たそうそうにこの提案は無理だから取り下げなさいと規定

審議会の世話人から言われました。しかしこの審議会に

行く前に膨大な資料に目を通し勉強をしてきており、また

地区からは相当額の予算をもらってここまで来ているの

で、簡単に取り下げる訳にはいきません。私は本会議で

提案説明を行いました。日本からは 22 件の提案があり、

審議会は 9 時から 5 時まで何日間もかけて行われます。

投票は、電子投票システムを使って投票され“Yes” 

“No” を押して “Enter”を押すと投票完了です。とても疲

れますが、投票時間は数秒以内 遅れると無効投票とな

ります。とてもハードな旅になりました。    

 先ほど石井エレクトから、入会金について細則を変更し

なければならないとありましたが、入会金の削除は定款

のみで杉戸 RC 細則はこのままで続行できるはずです。 



そして、今まで地区協などで使用した青い手続き要覧は

今後発行されません。ホームページから見てくださいとい

うことです。 

 さらに、RI の人頭分担金について、2016-17 年度には半

年ごとに米貨 28 ドル、2017-18 年度には半年ごとに米貨

30 ドル、2018-1911 年度には半年ごとに米貨 32 ドル、

2019-20 年度以降には半年ごとに米貨 34 ドルになります。

日本では、4ドルの値上げでも500円程度ですが、東南ア

ジアなどでは、4 ドルの値上げは大変な増額になります。

これは、RI が、会員増が見込めないという前提の増額の

よ う で す 。 間 も な く 公 開さ れ る と 思 い ま す が 、 実は

2014-15 年度の運用がマイナスで、人頭分担金の増額を

すれば間違いなくお金が入るという考えのようです。 

委委委委員会報告（社会奉仕）員会報告（社会奉仕）員会報告（社会奉仕）員会報告（社会奉仕）                                    下津谷委員長下津谷委員長下津谷委員長下津谷委員長    

  社会奉仕委員会の基本方針は、

「高齢化社会の中で弱者をケアする

住みやすい地域社会への一助とな

るよう、又ロータリーの認知とイメー

ジアップ、さらには会員増強に寄与

できるよう注力する」です。地域への

奉仕活動は、8/3 流灯まつりで障がい者福祉協会への募

金活動、9 月新学期小学校のあいさつ運動、11/3 産業祭

バザーでは富岡町へ寄付を致しました。11/23 杉戸町音

楽祭、4 月新学年あいさつ運動を行いました。その他にも

すぎスポへ 4 万円、杉戸まつり 5 万円、流灯まつり 10 万

円、国際交流協会5千円、障がい者福祉協会3万円の協

賛や寄付をしました。杉戸町音楽祭では各学校に 10 万

円の寄付、小学校には今年度は 59 万円の図書の寄贈を

しております。またエコキャップ収集では地区内で第 1 位

になっておりますのでご報告を致します。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           武井武井武井武井会員会員会員会員    

会員数会員数会員数会員数    出席出席出席出席    欠席欠席欠席欠席    免除免除免除免除    MUMUMUMU    出席率出席率出席率出席率    

41414141    21212121    22220000    0000    11118888    95.1095.1095.1095.10%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                           落合落合落合落合会員会員会員会員    

渋谷渋谷渋谷渋谷会長：会長：会長：会長：    倫理法人会の皆様ようこそ。私の年度もあと半

月よろしくお願い致します。 

折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事：：：：    お客様、谷野様、鈴木様ようこそ。 

石井石井石井石井会員会員会員会員：：：：    アメリカ大リーグ、マリーンズのイチロー4,257

安打達成、ピートローズの歴代最多安打を超える。大リー

グ 3,000 本安打まであと 21 本。日本人の誇りです。 

 

 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    規定審議会の報告会へ出席して来ました。

2016 年 7 月より大幅改正です。それにあわせて定款・細

則も変更すべきですが、細則はそのまま使えそうです。 

渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）会員会員会員会員：：：：    本日都合により早退します。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    スマイルがもうすぐ目標 120 万円に届きます。

渋谷会長、飲み代を少しまわしてください。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：武井会員：武井会員：武井会員：武井会員：    お客様ようこそ。 

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    倫理法人会の皆様いらっしゃいませ。あじさ

いが綺麗な季節になりましたネ。 

田中田中田中田中会員会員会員会員：：：：新井会員：大作会員新井会員：大作会員新井会員：大作会員新井会員：大作会員::::下津谷会員：舟越会員：下津谷会員：舟越会員：下津谷会員：舟越会員：下津谷会員：舟越会員：    

お客様ようこそ。 

古谷会員古谷会員古谷会員古谷会員：：：：渡辺孝会員：真中会員：折原（弥）渡辺孝会員：真中会員：折原（弥）渡辺孝会員：真中会員：折原（弥）渡辺孝会員：真中会員：折原（弥）会員会員会員会員    

渡辺（嘉）会員：仁部渡辺（嘉）会員：仁部渡辺（嘉）会員：仁部渡辺（嘉）会員：仁部会員会員会員会員    

本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル    目標達成まであと５５，９７１円目標達成まであと５５，９７１円目標達成まであと５５，９７１円目標達成まであと５５，９７１円    

スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額 ２９２９２９２９，０，０，０，０００円００円００円００円 

スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額 ９６３９６３９６３９６３，０００，０００，０００，０００円円円円 

2015201520152015----16161616 年度（寄付金）年度（寄付金）年度（寄付金）年度（寄付金）    １８１１８１１８１１８１,,,,０２９円０２９円０２９円０２９円    

スマイル総累計額スマイル総累計額スマイル総累計額スマイル総累計額    １１１１,,,,１４４１４４１４４１４４,,,,０２９円０２９円０２９円０２９円    

スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額    １，２００，０００円１，２００，０００円１，２００，０００円１，２００，０００円    

2015-16 年度寄付金明細（181,029 円） 

細井会員ゴルフ 132,029 円 

凸版ビール祭り 34,000 円 

スマイル寄付匿名 5,000 円 

45 周年ご祝儀 10,000 円 

※関口会員寄付 45 万円はスマイルに計上していません 

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽    
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