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点鐘
ロータ リーソング
四つのテストの唱和

石 井会長
我等 の 生業

幹事報告


話例会の案内が届いております。

お客様紹介

卓話者は、JR 東海初代代表取締

パストガバナー補佐 大宮 英男様

役社長 須田 寛氏、テーマは「ま

春日部南 RC 会長 清水 良順様

ちづくり」です。参加希望者は、事務局までお問い合

春日部南 RC 幹事 臼井 俊英様
斉藤 宮子様
米山記念奨学選考委員会 委員
米山奨学生

わせください。


開催される「第 6 グループチャリティコンペ 実行委員

娜 荷芽（ナヒヤ）様

会長挨拶

石井会長
石井 会長

本日は、たくさんのお客様にお越
し頂きありがとうございます。また、
先週 6 日の例会を欠席させて頂き
ましたので改めて 9 月 29 日のガバ
ナー公式訪問について、皆様のお
蔭をもちまして無事に終えることが
できましたこと御礼申し上げます。私も上半期の一大イベ
ントが終わりホットしているところですが、来年の 6 月まで
気を抜かないよう務めたいと思います。
昨日のニュースですが、皆様もご存じの通り埼玉県の
新座で東京電力の送電線の地下ケーブルから火災が発
生しました。東京でも 58 万 6800 軒の停電があり 23 区中
21 区に影響が出たそうです。停電から地下鉄が止まり、
道路でも信号機が止まったことから交通事故も起こった
ようです。1 か所の火災から都市機能が大混乱に陥って
しまう脆弱さが露呈することになりました。オリンピックも
あることからテロ対応にも不安が残る今回の火災でした。

春日部ロータリークラブ第 6 グループガバナー補佐
より、平成 28 年 10 月 24 日（月）18:30「けいらく」にて

小林 達郎様

第 2510 地区第 6G 倶知安 RC 釜田 静子様

春日部ロータリークラブより、平成
28 年 10 月 18 日（火）第 2392 回卓

真中会員

会長エレクト 田口 浩様

渡辺幹事
渡辺幹事

会」の案内が届いております。


米山奨学部門より、平成 28 年 11 月 19 日（土）18:15
浦和コミュニティセンターにて開催される「カウンセラ
ー研修会」の案内が届いております。

お客様挨拶
お客様挨拶

パストガバナー補佐 大宮英男様

私がガバナー補佐のときは大変お世
話になりありがとうございました。本日は、
20 年前私が会長年度に始まった「春日
部市内野球大会」のキャラバンに参りま
した。宜しくお願い致します。

お客様挨拶
お客様挨拶

春日部南 RC 会長 清水良順様
清水良順様

昨日は米山奨学生の卓話があり、バ
ングラディシュからチルドリ・イムムル君
が来てくれましてバングラディシュの環
境を話してくれました。
11 月 6 日（日）春日部市内野球大会を
開催致します。前回は庄和高校が優勝致しました。高校
生の一生懸命プレイをする姿は見ていて元気をもらえま
す。今年は第 20 回目を迎えいつもより盛大に開催したい
と思いますのでご支援宜しくお願い致します。

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

お客様挨拶
お客様挨拶

春日部南 RC 幹事 臼井俊英様

本日は、春日部市内

米山卓話

米山奨学生 娜 荷芽（ナヒヤ）様
荷芽（ナヒヤ）様

皆様こんにちは、米山奨学生の娜

野球大会のキャラバンに

荷芽（ナヒヤ）と申します。文教大学大

やってまいりました。今年

学院 言語文化研究科 地域言語文化

で 20 年目になります。毎

研究コース修士課程 2 年です。出身は

日新聞社さんにも協賛を

中国の内モンゴル自治区です。モンゴ

頂いておりますが、1 つ

ルというと放牧民というイメージしかな

のクラブだけでは、費用がかかりますので第 6 グループ

いと思いますが、都会で世界の多くの都市とかわらない

のクラブさんにも協賛のお願いをしております。どうぞよ

地域もあります。※PP で現在の活動をお話頂きました。

ろしくお願い致します。
※会長エレクト 田口 浩様 斉藤 宮子様にも野球大会
についてご案内を頂きました。

お客様挨拶
お客様挨拶

倶知安 RC 釜田 静子様英
静子様英

北海道第 2510 地区第 6G 倶知安
RC から参りました釜田と申します。私
は杉戸出身で杉戸中学校を卒業しま
した。今は北海道で経営コンサルタン
トをしております。俱知安町は、最近
出生率が死亡率を超えまして元気な
町になってきております。余談ですが、ベルクスの近くに
あるラーメン屋ばんらいは、私の弟のお店です。本日は
大変お世話になります。

お客様挨拶
お客様挨拶

米山記念奨学選考委員
米山記念奨学選考委員 小林 達郎様

本年度米山記念奨学部門では、大
塚信郎パストガバナーを担当諮問に
迎え、栗原偉憲部門委員長を筆頭に、
金杉豊委員長を中心とした増進委員
会 7 名、工藤篤志委員長を中心とした
選考委員会 5 名、この 2 つの委員会を
組織し、計 14 名で一年間活動を行っております。
米山奨学事業は、日本のロータリーの創始者、故米山
梅吉氏の偉業を記念し、1952 年東京ロータリークラブが、
海外から優秀な学生を日本に招き、勉学を支援する奨学
事業「米山基金」を立ち上げることから始まりました。1967
年には、財団法人の認可を受け、2012 年には、公益財団
に認定されました。米山奨学金の最大の特徴は、日本最
大の民間奨学事業と世話クラブ・カウンセラー制度です。
2017 年度は全国で 766 名採用の予定であり、また、米山
奨学生は、世話クラブやカウンセラーを通じて、より深く
日本を知ることができます。
今後も、米山奨学事業に対し、ますますのご協力をお
願いし、挨拶とさせていただきます。

出席報告

落合（喜）会員
落合（喜）会員

石井会長
石井会長：
会長： パストガバナー補佐大宮様、春日部南 RC 会長

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

清水様、幹事 臼井様、会長エレクト 田口様、斉藤様、米

43

15

28

0

20

81.30%
81.30%

山記念奨学副委員長 小林様、第 2510 地区第 6 グループ

スマイル報告

落合（喜）会員
落合（喜）会員

大宮 英男様
英男様： 今日はお世話になります。第 20 回春日部
市内高校野球大会宜しくお願いします。

俱知安 RC 釜田静子様ようこそ。娜 荷芽（ナヒヤ）様、卓
話ありがとうございます。

戸賀崎会員：
戸賀崎会員： 大宮様、清水様、臼井様、田口様、斉藤様、

清水 良順様
良順様： 春日部市内野球大会のキャラバンに来まし

小林様、ナヒヤ様、はるばる北海道から釜田様、お越

た。杉戸クラブには初めて来ました。皆様のご協賛よろし

しいただきありがとうございます。北海道は紅葉で美し

くお願いします。

いとの事。母の故郷の紅葉をめでてみたいです。

臼井 俊英様
俊英様： 本日は、杉戸 RC の例会に参加させて頂き

古谷会員：
古谷会員： たまの出席ですみません。

ありがとうございます。これからもよろしくお願い申し上げ

新井会員
新井会員：
会員：大作会員：武井会員：小柳会員：馬場会員：

ます。野球の協賛ありがとうございました。

折原（弥）会員：渡辺（孝）会員：下津谷会員：

田口 浩様 ： 本日は春日部市内高校野球大会のキャラバ
ンで参りました。宜しくお願い致します。

斉藤 宮子様
宮子様： 本日は春日部市内高等学校野球大会の第
20 回大会のキャラバンにおじゃまいたしました。よろしくお
願い致します。

小林 達郎様
達郎様： 本日は宜しくお願いします。

お客様ようこそ。

本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額

４７，５００円
，５００円
２９０，５００
００円
２９０，５
００
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✽✽✽

釜田静子様
釜田静子様 ： 本日、北海道からの参加です。よろしくお願
いします。

杉戸町中学・高校吹奏楽部・弦楽部合同演奏会

11 月 23 日（水）第 6 回杉戸町音楽祭
当日参加のご協力・部活動支援金 宜しくお願い致します!!

