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第２３４８回例会 ２０１６年６月２３日
２０１６年６月２３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
お客様紹介

真中会員

第 6 グループガバナー補佐 早川 芳夫様
補佐幹事 長谷川 光司様
春日部イブニング RC 会長 鈴木 伸雄様

会長挨拶

渋谷会長

私の年度、例会場での例会は今
日が最後となります。1 年間本当に
ありがとうございました。皆様のお
かげで 1 年間会長として務めること
ができました。様々な行事がありま
したが、会員の皆様には積極的に
参加頂き感謝申し上げます。
私の座右の銘「継続は力なり」としていますが、一方で
「同じことを繰り返しながら、違う結果を望むこと、それを
狂気という。」とアインシュタインが言っています。自分で
も毎日同じことをしながら、売り上げが上がらないと言っ
ていることを常々反省しています。
昨年の今頃、自分の年度で「あれもやろう、これもやろ
う」と思っていたことを結局できずに 1 年間過ごしてしまい
ました。変化を恐れて無難に過ごすばかりでは、何も変
わりませんね。国際ロータリーでは、新しいシステムを取
り入れ、毎年のように変化をしています。石井年度では、
世代にあった思い切った改革を是非お願い致します。
それから、折原幹事にはこの 1 年間大変お世話になり
ました。折原幹事は、学生時代大宮でバイトをしていたよ
うで大変詳しく、ロータリーの行事の後は楽しく過ごすこと
ができました。皆様に感謝致します、ありがとうございまし
た。

幹事報告

折原幹事

1 年間拙い幹事でご迷惑をおかけ
したこともあったとは思いますが、自
分なりに精一杯務めさせて頂きました。
会長におかれましては、杉戸 RC の会
長職を背負って歩く姿を 1 年間見せて
頂いたなと感謝しております。本当に
お疲れ様でした。


ガバナーより、一般社団法人「第 2770 地区アセット
マネージメント」設立経緯報告が届いております。※
下記のとおりです。

2016 年 2 月 18 日
一般社団法人第 2770 地区アセットマネージメント 設立登記完了
ロータリー地区事務所の一般会計より、武蔵野銀行浦和支店の社
団法人新規口座に 4,000 万円（敷金）を送金。武蔵野銀行よりの融
資 4,000 万円と合わせて 8,000 万円の購入資金準備が整いました。
同日、午後 1 時 30 分、地区事務所において司法書士同席のもと
（株）ダイサンホールより 7,000 万円にて事務所及び建物を購入い
たしました。所有権移転も同日処理済。 内訳は予定通り土地金額
4,000 万円、建物 3,000 万円です。建物に消費税が加算されますの
で、支払い金額は 7,240 万円に送金手数料 540 円となりました。そ
の他、不動産登記料等も支払い済みです。
2016 年 4 月 11 日
ダイサンホール小山社長と神棚や事務所内に掲示されている名盤
の除去などの儀式を行い、引継ぎが完了いたしました。
2016 年 4 月 1 日
国際ロータリー第 2770 地区と同法人の賃貸借契約（諸条件は従
来同様、月額賃料税抜き３５万円）を結びました。
今後は、第 2770 地区事務所の賃料で、借入金を返済して行きます
（１８０ケ月の予定）。また、７月以降は現在の地区事務所の職員を
社団法人に帰属させ地区事務所に派遣の予定です。

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





次年度地区 RLI 委員会より、平成 28 年 8 月 27 日（土

補佐は、私のようにのんびりしていないので、何でも先行

9:00 越谷コミュニティセンターにて開催されるロータ

してかたづけてしまいます。私がその後を追いかけるよう

リーリーダーシップ研究会（RLI）パートⅠの案内が届

な 1 年間でした。最後の会長幹事会は、各クラブの親睦

いております。次年度会長予定者、ガバナー補佐予

旅行と重なって年度をまたぎますが 7 月 2 日に浅草で開

定者で未受講の方は必ず推薦と書かれています。

催されます。そして、次年度は私は国際交流委員会に出

春日部南 RC・春日部イブニング RC の例会場および

向させて頂きます。その際にはまた皆様にご協力を頂くこ

事務所移転のお知らせが届いております。両クラブ

とがあると思いますがよろしくお願い致します。

とも春日部市大場 991-1 むさしビル 3F に移転されま

お客様挨拶 春日部イブニング RC 会長 鈴木 伸雄様

す。また、春日部イブニング RC の例会日は木曜日



本日は、イブニングから 3 名も来てし

に変更になります。

まって長々とご挨拶を申し上げて申し

先 週 来 訪 され た 、幸

訳ありません。1 年間、会長として杉戸

手市倫理法人会より

クラブさんとお付き合い頂きありがとう

7 月 10 日（日）18:00～

ございました。次年度は、稲葉会員が

カルスタすぎとで開催

会長となりますので、またまたご厚誼

の「杉戸町イブニング

のほどよろしくお願い致します。

セミナー」の案内が届

当クラブは、ご存じの通りこの 2 年間で 2 回の引っ越しを

いております。

しています。また今年はガバナー補佐を輩出しております
ので大変慌ただしい 1 年間でした。実は本日午前中にク

お客様挨拶 第 6 グループガバナー補佐 早川芳夫様
本日は、クラブ協議会の貴重な時

ラブでは引っ越しをしております。慌てて来ましたら電車
が止まっていて大変焦りました。

間を頂き 1 年間の御礼を申し上げに

私はクラブで青少年交換のカウンセラーを何年かして

参りました。関口パストガバナーの

おりました関係で、次年度は青少年交換委員会へ出向さ

もと、3 名のガバナー補佐を輩出し

せて頂きます。7 月 3 日に青少年交換の説明会を開催し

ております杉戸クラブさんにおかれ

ます。また、学生から電話がかかってくると思いますが、

ましては、色々とご指導頂きまして

今回の説明会では次々年度に留学生が来ることになりま

ありがとうございました。お蔭様で何とか無事に 1 年間を

す。そのところのご計画を宜しくお願い致します。

終わることができる予定でございます。11 月にはグルー

今年度は、第 6 グループではリサと、レベッカ、ローサ、

プゴルフで多くのご参加を頂いました。そして公式訪問、2

リク 4 名の留学生が来ましたが、各クラブのご協力もあり

月にはインターシティミーティングとございましたが、こち

色々な行事で支え合うことができました。カウンセラーの

らも皆様のご協力で無事に開催することができました。厚

廣井さんにも大変お世話になり感謝申し上げます。大変

く御礼申し上げます。また、栗原さんには地区の活動に

な事業ではありますが、リターンも大きなものがあります

関して大変お世話になりました。この場をお借りして御礼

ので今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

申し上げます。

クラブ協議会（次年度について）
クラブ協議会（次年度について）

お客様挨拶

補佐幹事 長谷川 光司様

一年間大変お世話になりました。
クループゴルフ、IM 会長幹事会では
ご協力頂きありがとうございます。ま
た、私が幹事の時には、田中さんが
ガバナー補佐、私が会長の時は、栗
原さんがガバナー補佐でした。その
度に会長幹事会でご一緒させて頂きとてもご縁を感じて
おります。その際には大変勉強させて頂きました。早川 G

年度計画書の委員会活動計画に沿って、各委員会から
次年度の方針及び具体的活動について説明がありまし
た。

出席報告

武井会員
武井会員

会員数
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欠席

免除

MU

出席率

41
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0
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100%

スマイル報告

落合会員
落合会員

早川芳夫様：
早川芳夫様： 本日は宜しくお願いします。1 年間お世話に
なりました。

長谷川光司様：
長谷川光司様： 1 年間御指導、ご協力有難うございました。
次年度は国際交流に出向します。宜しくお願いします。

田中会員
田中会員：
会員： 早川 AG、長谷川 AGS 大変お世話になりました。
1 年間ご苦労さまでした。

戸賀崎会員
戸賀崎会員：
会員： 早川ガバナー補佐様、長谷川補佐幹事様、
春日部イブニング RC 鈴木様、雨の中の来場ありがとうご
ざいます。

加藤会員：
加藤会員： 梅雨が明ければ夏。夏といえばビール！凸版
のビール祭りがきまりました。8 月 5 日（金）です。皆様に
は別途案内状をだしますが、是非出席下さい。

渋谷会長：
渋谷会長： 早川ガバナー補佐、長谷川補佐幹事、1 年間お

廣井会員：
廣井会員： 急用のため、お先に退出させて頂きます。早川

世話になりました。今年度最後の例会場での例会です。

G 補佐、長谷川 G 補佐幹事、鈴木会長ようこそ。1 年間お

会員の皆様ありがとうございました。

疲れ様でした。

折原幹事：
折原幹事： 早川ガバナー補佐、長谷川補佐幹事、鈴木会
長ようこそ。

矢島会員：
矢島会員： 早川ガバナー補佐、長谷川補佐幹事 1 年間お
世話様でした。

石井会員
石井会員：
会員： 早川様、長谷川様、鈴木様ようこそ。6 月 22 日

武井会員：
武井会員：早川ガバナー補佐、長谷川補佐幹事 1 年間ご苦

第 24 回参議院選挙が公示されました。選挙権年齢が 18

労様でした。春日部イブニング会長ようこそ。昨日地区パ

歳以上に引き下げられ、初めての国政選挙で約 240 万人

スト幹事会に出席してきました。

が有権者に加わり、投票率の向上ｇ空きたいされます。

関口会員
関口会員：
会員： 120 万円目標に少し近づいたかな？会員協力
して目標達成しましょう。

下津谷会員：
下津谷会員： 渋谷会長、折原幹事、資金不足の中大変ご
苦労様でした。ニコニコの目標達成に少し協力します。

仁部会員
仁部会員：
会員： ジメジメの雨にも負けず、楽しい毎日を過ごしま
しょう！

栗原会員
栗原会員：
会員： 長谷川ガバナー補佐、長谷川補佐幹事、鈴木
会長ようこそ。渋谷会長、折原幹事おつかれさまでした。
渋谷会長、継続は力なりですね。家庭も継続できるようが

渡辺（孝）会員：
渡辺（孝）会員： 本日は少し早目に帰ります。
長岡会員：
長岡会員： 会長、幹事さん 1 年間ご苦労さまでした。
大作会員
大作会員：
会員：お客様ようこそ。
細井会員
細井会員：
会員：舟越会員：馬場会員：折原（弥）
舟越会員：馬場会員：折原（弥）会員
会員：折原（弥）会員
渡辺（嘉）会員：真中会員
渡辺（嘉）会員：真中会員：小柳会員
会員：小柳会員

本日のスマイル 目標達成まであと１３，９７１円
目標達成まであと１３，９７１円
スマイル本日投入額
スマイル累計額

４２，０
４２，０００円
，０００円
１，１８６，０２９円
１，１８６，０２９
円

スマイル目標額
１，２００，０００円
✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

んばりましょう。

杉戸 RC 親睦ゴルフ２０１６年６月３０日
鷹ゴルフ倶楽部 9:31 OUT スタート

優勝：井上会員、 準優勝：折原会員、 3 位：加藤会員
ベスグロ賞：加藤会員（
員（83
ベスグロ賞：加藤会
員（83）
83）

第２３４９回例会 ２０１６年６月３０日
最終夜間例会（和泉屋）18:30
最終夜間例会（和泉屋）18:30 点鐘
出席報告

仁部会員：
仁部会員： 本日はお疲れ様でした。
武井会員
武井会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

41

32

8

0

5

92.68%
92.68%

スマイル報告

落合会員
落合会員

渋谷会長：
渋谷会長： 1 年間ありがとうございました。
折原幹事：
折原幹事： 1 年間お世話になりました。ありがとうございま
した。

石井会員：
石井会員： 渋谷様、1 年間お疲れ様でした。明日から石井

下津谷会員
下津谷会員：
会員： 会長・幹事さん、楽しい例会ありがとうござい
ました。

大作会員：
大作会員： 渋谷会長さん、折原幹事さんご苦労様でした。
長岡会員：
長岡会員： 渋谷会長さん、折原幹事さん、1 年間ごくろうさ
までした。

戸賀崎会員：
戸賀崎会員： 今日最終例会ですね。渋谷会長、折原幹事、
1 年間お疲れ様でした。お世話になりました。

渡辺（孝）会員：
渡辺（孝）会員：宮田会員会：渡辺（良）会員：栗原会員

の出番になります。全力を尽くしますのでご指導の程よろ

渡辺（嘉）会員：新井会員：篠原会員：馬場会員：
渡辺（嘉）会員：新井会員：篠原会員：馬場会員：

しくお願い致します。

石塚会員：井上会員：折原（弥）会員：古谷会員：

関口会員：
関口会員： 渋谷会長、折原幹事、1 年間ご苦労様でした。

真中会員

加藤会員：
加藤会員： 渋谷会長、折原幹事、1 年間御苦労様でした。

本日のスマイル

関口会員：
関口会員： 会長、幹事 1 年間お世話様でした。

スマイル本日投入額
スマイル累計額

４０，０００円
４０，０００円
１，２２６，０２９円

落合（喜）会員：
落合（喜）会員： 渋谷年度今日で終了。明日から石井年度

スマイル目標額

１，２００，０００円

次期石井会長よろしくお願いします。

ガンバリましょう。

武井会員：
武井会員： 会長・幹事 1 年間ご苦労様でした。
小林会員：
小林会員： 渋谷会長おつかれ様でした。

皆様のご協力のおかげで、今年度も目標額を
達成することができました！！
✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

