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第２３５４回例会 ２０１６年８月４日
流灯まつり親睦例会（新井工業）

第 23 回 古利根川流灯まつり
川面に映った夏の思い出・・・

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

第２３５５回例会
２０１６年８月１
月１１
第２３５５回例会 ２０１６年８
月１１日休会
第２３５６回例会 ２０１６年８月１８日

※石井会長より、青少年交換部門、奉仕プロジェクト部門

点鐘
ロータリーソング

いますので、必要な方は事務局までご連絡ください。

四つのテストの唱和
8 月結婚祝

石 井会長
我等の生業
馬場会員

のセミナー報告がございましたが、資料が事務局にござ

幹事報告


渡辺幹事
渡辺幹事

地区事務所より、ペットボトルキャ
ップ回収依頼書改定版の案内が

関口親睦委員長

届いております。

栗原偉憲（8 日） 馬場茂明（21 日）

8 月誕生祝



R 財団部門より、平成 28 年 10 月

落合喜彦（1 日） 新井 武（16 日）

13 日（木）18:00～浦和コミュニティ

仁部前崇(14 日) 馬場茂明（21 日）

センターにて開催される 2016-17
地区 R 財団グローバル補助金セミナーの案内が届

会長挨拶

いております。

石井会長

8 月 5 日からリオオリンピックが開



日本ロータリー学友会より、平成 28 年 11 月 27 日

催されました。205 ヵ国もの国が参加

（日）13:30～東京 JP タワーにて開催される「ロータリ

し 28 競技 306 種目を競います。日本

ー財団 100 周年記念シンポジウム開催」の案内が届

は 38 人 27 競技に選手団を送り込み

いております。

ました。橋本聖子選手団長は、金が

理事会報告

14 個合計 30 個とのメダルを目標とし

9 月例会予定

ていると発表しました。今日の時点ですでに 33 個のメダ

1 日 新学期あいさつ運動に振り替え

ルを取っています。毎日寝不足が続いておりますが、

8 日 誕生祝・雑誌紹介・理事会

日々感動させて頂いています。

15 日 公式訪問リハーサル

2020 年東京オリンピックが開催されますが、小池都知

22 日 休会（秋分の日）

事が本日出発して閉会式に出席し、旗を引き継ぐ儀式が
あります。今年、元柔道金メダリストの古賀選手の講演を
聞きました。「人生の教科書」や「自分で問題解決できる

29 日 ガバナー公式訪問


が 3 回戦で敗退。日本を出発する時にはものすごい見送

寺門ガバナー補佐来訪 9/15 リハーサル


日部共栄 2 名、春日部女子 1 名）

新聞でもかなり叩かれマスコミはほんとうに冷たいなと思

永嶋萌香、田村真弓、新井ひより→ 現在スポンサ

った。悔しい思いをしたそうですが、その後古賀選手はバ

ークラブ未定、地区預かり

ルセロナで負傷しながらも金メダルを取りました。1965 年

地区よりスポンサークラブ要請の可能性あり→

のアトランタでも銀メダル。その後は女子柔道の指導者と
風邪などの病気、減量苦も、勝利する為に必要なプロセ

該当年度クラブとしては受け入れ不可決定


加わります。ソフトボール、空手、サーフィン、スケートボ
ード、スポーツクライミングです。このリオのオリンピック
が終わればいよいよ東京オリンピックへのカウントダウン
が始まります。私も後期高齢者になりますが、次のオリン
ピックを元気に迎えたいと思います。

熊本地震復興募金について
募金額 57,218 円 送金先

スのひとつと考えるようにしていたそうです。
2020 年の東京オリンピックでは、新たな競技 5 種目が

2017-18 年度青少年交換について
8 月 3 日の締切までに当クラブに 3 名の応募あり（春

りがあったのに、日本に帰国したら出迎えはまったくなし。

して金メダルを輩出しております。現役時代彼は、怪我、

ガバナー公式訪問について
スケジュールの確認

選手を育てる」をテーマにした講演でした。1988 年初出場
のソウルオリンピックでは金メダルを期待されていました

渡辺幹事

平熊本地震災害義捐金として第 2720 地区事務所へ


その他
・あいさつ運動（杉小・第二小）
・親睦・出席委員会報告 ※別紙参照→承認
・今年度の杉戸町音楽祭」を杉戸 RC「ロータリー財
団 100 周年記念事業」とする

職業奉仕委嘱状授与

少女たち 1 万人に貧血検

杉戸町教育委員会 輪

査を行い鉄とカルシの錠

島教育長より、平成 28 年

剤が配られたそうです。イ

度「杉戸町中学生職場体

ンドはベジタリアンが多く、

験」として職業奉仕委員長

また低年齢での結婚と妊

へ委員としての委嘱状が

娠が原因で貧血が多いそ

届いておりますので授与

うです。インドがベジタリア

致します。

ンというのは知りませんで

雑誌紹介

篠原会員

今年度会報雑誌委員長

したが、今回青少年交換
でお預かりしたリサも肉類

としてロータリーの友を紹

や野菜を全く食べないので苦労致しました。タンパク質は

介することになりました。1

乳製品だけなのですがあまりにも食が細いのと好き嫌い

年間宜しくお願い致します。

が激しいので体調を崩すのではと心配いたしました。

本日最初は、横の P.3「RI

次に P.28「熊本地震で炊き出し支援」をご覧ください。

会長メッセージ」からご紹

当クラブでも「流灯まつり例会」で熊本地震復興支援募金

介致します。RI 会長のジョン・F・ジャーム氏は、40 円前に

をしましたが、別府 RC でも温かい食事を提供しようと該

会社のオーナーから入会を勧められたそうです。入会す

当する職業分類の会員企業に依頼して食材・容器・水・

れば、会社のためにも地域社会のためにも良いと考えら

ガス・コンロ・運搬を担当し短期間で準備が整いラーメン

れていたからです。当時は勤務時間内のロータリーの例

の炊き出しをしたと書かれております。これこそ職業奉仕

会や奉仕活動について寛大で好意的でしたが、今では仕

の奉仕活動ですね。

事とロータリーの両立は難しくなり、ひと昔前にロータリー
の成長を促したモデルは、今や成長を妨げる要因の一つ

P.35 では、よねやまだよりから「ロータリー米山記念奨
学事業の基礎知識」が載っているのでご覧ください。

となっていると言います。今回、会員のニーズに応え、ク

P.51「エバンストン便り」には「超我の奉仕賞」ということ

ラブ例会時間に柔軟性を持たせ、入会候補者の幅を広

で関口さんの名前が載っています。「前年度の受賞者は、

げることを認めるという画期的な決定が規定審議会で採

世界で 136 人、日本国内の受賞者は関口さんを含め 4 名

択されました。しかし、会員増強について、入会するにふ

と書かれております。クラブとしても大変名誉なことです。

さわしい知り合いを誘えるのは、RI 会長ではなく会員皆さ

出席報告

んをおいてほかにいないのですと締め括っています。
次に今年 100 周年を

関口会員
関口会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

41

25

16

0

10

85.36%
85.36%

迎える R 財団の歴史に

スマイル報告

つ い て P.8 ～ P.15 に

石井会長：
石井会長： リオデジャネイロオリンピック、日本人メダルラッ

「THE ROTARIAN」誌の

シュ、感動の毎日です。しかし寝不足になります。篠原会

ページから年表として掲

員、雑誌紹介ありがとうございます。

載されていますのでご覧
くだ さい。また 、地区 別
女性会員の割合も P.17
に載っております。当地
区では平均 7.3％ですね。

関口会員
関口会員

渡辺幹事
渡辺 幹事：
幹事 ： 本日宮代町役場で行政書士法律相談担当の
ため早退します。

渋谷会員
渋谷会員：
会員： 小泉君の帰国報告楽しみです。1 年間ですっか
り外国人ですね（笑）。

古谷会員：
古谷会員： 夏まつり、流灯まつりが終わり、次は 10/30 宿

家のクラブは戸賀崎さん 1 人なので、あと 2 名は女性が

場まつり、11/27 町内一里走をやります。よろしくお願いし

いなければなりません。

ます。

次に P.22 の「世界のロータリーニュース」をご覧くださ
い。インドのアクルディーネ RC では、16 歳の恵まれない

渡辺（孝）会員：
渡辺（孝）会員： 流灯まつりの時に、ぎっくり腰になってしま
い、まちの接骨院さんにお世話になっています。

井上会員：
井上会員： 休みが多く申し訳ありません。
加藤会員：
加藤会員： 夏休みは白馬へ行って来ました。北アルプスの
山々を眺めながら、2000m 位の所をトレッキングしました。
最後の上り坂では体力の衰えを感じました。

戸賀崎会員：
戸賀崎会員 ： リサが無事にドイツへ帰りました。世間は
SMAP ロス、私はリサロス。

栗原会員：
栗原会員： 杉戸ふるさと大使の女の子にごあいさつしたら
「くりけんでしょ」と言われショックでした。土曜日 15:00 か

仁部会員：
仁部会員： 関口さんに言われて 5000 円プラスしました。

ら春日部公園橋に細井さんの舟で仕事してきます。20:00

武井会員：
武井会員： 小泉君青少年交換一年間無事終りおめでとう。

までやっていますので、時間があったら寄ってください。

下津谷会員
下津谷会員：
会員： リサに関係した皆様本当にご苦労様でした。

石塚会員：
石塚会員：矢島会員：真中会員：折原（弥）会員：

田中会員
田中会員：
会員： 篠原会員、雑誌紹介ありがとうございます。

中野会員：渡辺（嘉）会員：細井会員：馬場会員：
中野会員：渡辺（嘉）会員：細井会員：馬場会員：

折原（正）会員：
折原（正）会員： 日本選手オリンピック頑張っていますね！

本日のスマイル

長岡会員：
長岡会員： 毎日暑いです。
関口会員：
関口会員： 夏まつり、流灯まつり無事終る
暦の上では秋ですがまだ暑いです。

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

２８，０００円
２８，０００円
９３，０００円
９３，０００
円
１，３００，０００円
１，３
００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

