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第２３６２回例会 ２０１６年９月２９日
歓迎!!浅水ガバナー 公式訪問（和泉屋）

会長挨拶

石井会長
石井 会長

浅水尚伸ガバナー、 本日はご多
忙の中、ようこそ杉戸ロータリークラ
ブに公式訪問ありがとうございます。
先程の懇談会におきましては、多岐
に亘りご指導をしていただきましてあ
りがとうございました。只今、新入会
員の入会式をさせていただきました。
本日、2 名の会員が入会し、当クラブも会員が 43 名となり
ました。今では、50 人会員という大きな目標が見えてきま
した。本年度の目標は、4 名以上の純増と会員増強の目
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国際ロータリー第 2770 地区ガバナー浅水 尚伸様
第 6 グループガバナー補佐 寺門 孝彦様
地区副幹事 浅見冨司雄様

新入会員入会式

標を掲げさせていただきましたが、目標に向かって進ん
でいきたいと思います。
平均年齢が平成 28 年 7 月 1 日現在 61.5１歳だったので
すが、40 代会員が２名入会したことにより、平均年齢も
50.57 歳と若がえております。
さて、9 月 15 日以来の 2 週間ぶりの例会です。この 2
週間の私の出席した例会、イベント等についてご報告さ
せていただきます。
まず、9 月 17 日（土）春日
部イブニングロータリークラ
ブの 1000 回記念例会に、
妻、関口パストと共に出席
させていただきました。

ご入会おめでとうございます
山崎能央会員

山崎会員

野口会員

昭和 49 年 7 月 13 日

株式会社 ヤマザキライス 杉戸町才羽 185
野口久正会員

昭和 43 年 9 月 28 日

株式会社 野口測量 杉戸町杉戸 3-10-22-205

日の出桟橋から「シンフォニー東京湾クルーズ」にて例会
を実施し、約 2 時間の東京湾の夜景を堪能しました。
春日部イブニングロータリークラブ（平均年齢 56.8 歳）は、
平成 7 年 5 月 30 日発足で、23 名の会員で 10 月 1 日 4
名の会員が入会するとの事でした。
友好クラブとして、山形県の鶴岡南ロータリークラブの方
が 10 名参加しておりました。印象に残った言葉として、春

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

日部イブニングロータリークラブと鶴岡南ロータリークラブ

認されましたので、皆様にご報告申し上げます。

が、友好クラブになる際に、仲介の労を取りました、2800

本日は、この後、浅水ガバナーの卓話、クラブ協議会、懇

地区、鶴岡ロータリークラブの（1999～2000 年ガバナー）

親会と長時間に亘りますが、この一日が皆様にとりまして

パストガバナー、藤川享胤（ふじかわ きょういん）氏（職

有意義な日となりますように祈念いたしまして、私の挨拶

業分類 僧侶）の言葉で、29 歳でロータリーに入会し、38

とさせていただきます。

年間例会だけは休まない。多様性のクラブを乗り越える

幹事報告

ため、例会は出席するよりも参加することに心がけた。と



渡辺幹事
渡辺幹事

杉戸町より、姉妹都市提携 20 周年記念に係るバッ

の事でした。いろいろな人がいるので、人の話を聞くこと

セルトン市訪問の案内が届いております。平成 29 年

が大切であるとの事でした。

1 月 23 日（月）～31 日（火）姉妹都市提携の 20 周年

又、友好クラブである、鶴岡南ロータリークラブとの今

記念行事参加の訪問です。参加希望者は事務局ま

回例会という事で、当クラブは、現在友好クラブがありま
せんので、友好クラブを見つけることも必要ではないかと

でお知らせください。


痛感したところです。

少年交換委員会が他地区合同奉仕活動であること

次に、9 月 19 日（日）

を承認する件」の承認要請について審議のお願いが

の敬老の日でございま
すが、米山記念奨学生

地区事務所より、「NPO 法人国際ロータリー日本青

届いております。


平成 28 年 11 月 26 日（土）武蔵野ホテルブリランテ

の社会奉仕活動が、春

にて開催される「ロータリアンとインターアクトクラブ

日部の特別養護老人ホ

顧問教師 懇親の集い」の案内が届いております。

ーム「おおまし」（春日部



地区事務所より、平成 28 年 10 月 30 日（日）浦和駅

西ロータリー、三圀 明パストガバナー理事長をしている）

東口パルコ前市民広場にて開催されるロータリーフ

米山奨学生 31 名が、歌、踊り、ファッションショー（各国の

ェスタの案内が届いております。

民族衣装）とアトラクションがあり、その後、→施設入所者

卓話

第 2770 地区ガバナー浅水
地区ガバナー浅水 尚伸様
尚伸様

との交流会、１００床→１０ユニット 1 階、2 階、3 階を、私

2016 年 1 月 17 日から 24 日まで、

と、米山記念奨学生部門委員長の栗原さんとユニットを

私は、米国サンディエゴにて、国際協

回りましたが、入所者からは、このような催し物をしてい

議会に参加して参りました。そこには、

ただきありがとうございましたと何人もの人からお礼の言

ガバナーとして参考となる様々なテー

葉をいただきました。きっと入所者もこの若い米山記念奨

マについてのスピーチが用意されて

学生から元気をもらったと思います。

いました。また、ロータリーにより人生

次に、9 月 24 日（土）の土曜日は、越谷市中央市民会

を変えてもらえたと話す何人かの感動的な体験談があり、

館にて、ロータリーリーダーシップ研究会、RLI、パート~Ⅱ

あらためて、ロータリーが如何に有意義な活動を世界中

に参加させていただきました。私は、入会して 4 年 11 か月、

で行っているかを知ることができました。国際協議会 2 日

まもなく 5 年になりますが、戦略計画とクラブの分析、「自

目に、ジョン・ジャーム会長から発表された 2016～17 年

己評価表が 300 点満点で、189 点、普通評価」研究会を

度 RI テーマは、「人類に奉仕するロータリー」でした。この

通して、まだまだロータリーアンとして、知らないことがた

シンプルで壮大なテーマで、皆様は何を感じるでしょうか。

くさんあるという事を痛感させられるとともに、このような

ポリオ撲滅活動のように、ロータリーは、既に、世界中で

研究会は、前回も例会でお話させていただきましたが、

大掛かりな奉仕活動を実践しており、この現状を述べた

入会間もない人が研究会に参加することがいいのかなぁ

だけのものでしょうか。そうではないはずです。私たちは、

～と思いました。ロータリーの事を客観的に見ることがで

さらに、前進を続けなければならい。さらなる人類の幸福

きました。パートⅢは、12 月 17 日（土）にあります。研究

のために、平和な世界を築くために、価値観を共有できる

会に参加するのが楽しみです。

仲間を増やし、クラブをより活気あるものにし、明日に向

報告は前後しますが、本日、臨時理事会（持ち回り実

かってさらに発展していかなければならないということを

施）において、本年度会長エレクトに中野恒明会員が承

意味するものです。また、このテーマは、世界中の仲間

が人々を救う活動してい

下津谷会員：
下津谷会員：浅水ガバナー本日よろしくお願い致します。

ることに、私たちロータリ

戸賀崎会員：
戸賀崎会員： 足元の悪い中、門浅水ガバナー、寺門ガバ

アンは、誇りを持つべきで

ナー補佐、浅見副幹事、ご来場ありがとうございます。

あるとも語っています。

細井会員
細井会員：
会員： 浅見ガバナー補佐ようこそ。

今 年は 、ロー タリー財 団

舟越会員：
舟越会員 ： 浅水ガバナーよろしくお願い致します。野口さ

100 周年の年であり、また、
長年の悲願であったポリオ撲滅がいよいよ視野に入った
年でもあります。この絶好の機会に、会員増強に努め、
社会にロータリーの真の姿を理解してもらい、皆様のクラ
ブを少しでも楽しく活気あるものにしていきましょう。今年

ん入会おめでとうございます。

武井会員
武井会員：
会員： ガバナー公式訪問ご苦労様です。よろしくご指
導お願い致します。

大作会員
大作会員：
会員 ： 浅水ガバナー、寺門ガバナー補佐、本日は大
変お世話になります。

度、地区内のすべてのクラブの皆様がロータリーを心か

矢島会員：
矢島会員： 浅水ガバナーようこそ。

ら楽しめることを心から願っております。

加藤会員：
加藤会員： 浅水ガバナー、寺門ガバナー補佐よろしくお願

出席報告

関口会員
関口会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

41

18

23

0

14

78.04%
78.04%

スマイル報告

関口 会員

寺門孝彦様：
寺門孝彦様： 本日は、お世話になります。
石井会長
石井会長：
会長 ： 浅水ガバナー、浅見副幹事、寺門ガバナー補
佐ようこそ。ご指導の程宜しくお願い致します 。 山崎様、
野口様、入会おめでとうございます。

渡辺幹事：
渡辺幹事 ： ガバナー様、天気の悪い中ご苦労様です。
当会のご指導よろしくお願い致します。
渋谷会員
渋谷会員：
会員： 浅水ガバナー、今日はありがとうございました。
新入会員の皆さまこれからよろしく。

いします。

中野会員：
中野会員： 浅水ガバナー、寺門ガバナー補佐、本日は宜し
くお願いします。

落合喜彦会員：
落合喜彦会員： 浅水ガバナー本日はご苦労様です。1 年
間宜しくお願い致します。

長岡会員：
長岡会員： 浅水ガバナー、訪問ありがとうございます。
栗原会員：
栗原会員： 浅水ガバナーようこそ。先日ジョイフルで、渋谷
直前が、日用品を買っていました。また、誰かと住むので
しょうか？

関口会員：
関口会員 ： 浅水ガバナーようこそ。野口さん、山崎さん杉
戸クラブ入会おめでとう。

小川会員
小川会員：
会員：廣井会員：井上会員：折原弥五郎会員
廣井会員：井上会員：折原弥五郎会員

渡辺孝会員
渡辺孝会員：
会員： 浅水ガバナー本日はありがとうございます。

古谷豊会員：真中
古谷豊会員：真中会員：
会員：真中会員：落合優智
会員：落合優智会員：
落合優智会員：

仁部会員
仁部 会員：
会員 ： 秋の彼岸が終わり、正月に向けて皆さんがん

本日のスマイル

ばりましょう。

田中会員：
田中会員： 本日も宜しくお願い致します。
渡辺（孝）会員
渡辺（孝）会員：
会員： 天気が悪いので困ります。
篠原会員
篠原会員：
会員： 浅水ガバナーようこそ

スマイル本日投入額
スマイル累計額

５０，０
５０，０００円
，０００円
２１４
，０００円
２１
４，０００
円

スマイル目標額
１，３００，０００円
１，３００，０００円
✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

折原正昭会員：
折原正昭会員： 浅水ガバナーよろしくお願い致します。

クラブ協議会

クラブ協議会では、浅水ガバナーより各委員会の運営・活動方針について丁寧なご指導をいただきました。
感謝申し上げます。また、寺門ガバナー補佐には公式訪問にあたり大変お世話になりありがとうございました。

新入会員
㈱野口測量

〒345-0801

〒345-0036

代表取締役

杉戸町倉松2-10-8

杉戸町杉戸3-10-22-205

昭和43年9月28日生

測量

Tel 0480‐32-2358

Tel 0480‐48-6722

2016年10月2日入会

携帯 090-8819-6943

Fax 0480‐32-3827

Fax 0480‐48-6722

㈱ヤマザキライス

〒345-0014

代表取締役

杉戸町才羽185

昭和49年7月13日生

農業普及事業

Tel 0480‐53-5900

2016年10月2日入会

携帯 080-3152-4488

Fax 0480‐53-5901

のぐち

ひさまさ

野口 久正

やまざき

よしお

山崎 能央

同

左

Tel 0480‐38-4784

