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今年度 RI 会長はクラブの強化にあたっての課題につ
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会長幹事交代式

いて、会員の男女のバランスと平均年齢の二つであると
言っています。つまり女性会員と若い会員を入れてくださ
いということです。
私は今年度の目標として増強は 5 人としました。この数
字は会長幹事会でも少し驚かれましたが、今月 3 名の新
入会員が入る予定です。そのうち 1 名が女性です。残り 2
名の新入会員も男女 1 名ずつにすれば RI の要請にかな
り近づけることになります。しかし、新入会員を入れること
よりも大切なのは、退会させないことだと思います。5 名
入会し 5 名辞めてしまえば同じことです。入れたら入れっ
ぱなしという状態を避けなければ同じことです。私も数年

✽✽✽会長・幹事 1 年間お疲れ様でした✽✽✽
7 月結婚祝

石塚親睦委員長
石塚親睦委員長

長岡成郎（8 日）

前に新入会員を紹介しましたが、長期欠席が続くと 2 年
ほどで「もう 2 年も会費を払って付きあったのだからそろ
そろいいでしょ？」と言われてしまいました。今のご時世
若い経営者が昼間の例会に毎週出席できるほど恵まれ

五十嵐貴博（18 日）

た環境にある人はどれほどいるでしょうか。とても難しい

7 月誕生祝

ことです。しかしそれでも「若い会員を入れなさい」とロー

小林朝美（9 日） 下津谷忠（22 日）

タリーは言っています。この矛盾を解決するためには、今

五十嵐貴博(25 日) 石塚幹正（31 日）

のシステムにかなう人だけを入会させるか、クラブ自体が

山崎能央（13 日）

会長挨拶

中野会長
中野 会長

今年度の RI テーマは、「ロータリ
ー：変化をもたらす」です。ここ数年で
ロータリーは、大きく変わりました。RI
の方向性についても財団よりに変化
したと言われています。クラブの運営
についても手続きがほとんどオンラ
インとなり地区事務所に電話で問い合わせることも少なく
なりました。また情報も電子化され、紙で郵送される書類
や冊子も大幅に減っています。今日は雑誌紹介で廣井会
員が「ロータリーの友」を紹介しますが、この雑誌も皆さん
に届く前に電子版で読むことができます。

変化に対応するしかないでしょう。そのために自分は、今
年度、長期欠席会員や若い会員の出席率向上のため
様々なチャレンジをしていきたいと思います。
例えば、ひと月のうち、朝のあいさつ運動を 1 回、夜の
夜間例会を入れていけば早朝か夜間のどちらかに出席
できる会員を引っ張ることができます。そして「ひと月に一
回は必ず例会に出席することを義務とする」という目標が
果たしやすくなります。
そして、例会時間を埋めるために会長の時間を引き延
ばしている傾向があるので、例会進行を簡略化し有効的
に使うことを考え、食事の時間を含めた例会で約 1 時間と
しました。杉戸 RC では今駐車場の問題があります。長時
間の駐車ができないのでこれも解決策となります。

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

杉戸クラブでは、会員のほとんどが会長経験者です。

お客様挨拶

第 6G ガバナー補佐 海老原 秀典様

つまり今後は若い会員から会長を選出しなければなりま

この度、第 6 グループガバナー補

せん。しかし、若い会員は、今の状態で会長を引き受け

佐を務めます海老原です。先ほどは

ることはできないと思います。それでも、若い会員が会長

会長幹事交代式も終えて新しいスタ

になってもらわないと 2 回目、3 回目の会長が必要となり

ートおめでとうございます。只今の会

ます。なぜ会長のなり手がいないのか、どこが負担なの

長あいさつも大変すばらしく、力強く

か、自分の年度ではこの問題に一石を投じるつもりでや

変化のあるクラブとして素晴らしい一

っていきたいと思います。自分の年度の後、若い会員か

年になるだろうと強く感じました。

ら会長を引き継いで頂ければ幸いに思います。

幹事報告


中野会長とは、10 年前に庄和 RC の石原ガバナー補
折原幹事
折原幹事

次年度地区 RLI 委員会より、平成

年度は、会長幹事会ではなくて幹事会長会だったなあ」と

28 年 8 月 27 日（土 9:00 越谷コミュ

会長よりも幹事の方が元気があったと言われました。

ニティセンターにて開催されるロー

先ほどは中野会長から、「海老原がガバナー補佐の年

タリーリーダーシップ研究会（RLI）

度に自分は会長を引き受ける」と言って頂き大変嬉しく思

パートⅠの案内が届いております。

いました。

次年度会長予定者、ガバナー補佐予定者で未受講



えまして 60 歳となりました。仕事は飛鳥交通春日部㈱タ

古利根川流灯まつり実行委員会より、平成 28 年 7

クシー会社です。趣味はバイクでハーレーに乗っていま

月 27 日（水）19:00～杉戸町商工会会議室で開催さ

す。第 6 グループで昨年度ライダーズクラブを立ち上げま

れます、全体会議の案内が届いております。

した。ツーリングをして皆様と美味しいものを食べられた

折原幹事

8 月例会予定
3 日 8/6 流灯まつり 親睦会に振り替え

ロータリー歴は 16 年で、会長も致しましたが、何しろ内
弁慶であまり外にはでませんでした(笑)。今まであまりロ
ータリーのことは勉強してきませんでしたが、昨年初めて

17 日 結婚誕生祝、理事会、外部卓話（会員増強）

地区の財団学友委員会に出向し勉強させて頂きました。

31 日 セミナー報告（和泉屋・移動例会）
新入会員について
・大作貴洋（おおさくたかひろ） 和泉屋
・利根川 純子（とねがわじゅんこ） ピュア
・山崎 正行（やまざきまさゆき） 山崎開発㈱
あいさつ運動について
・6 校同時開催、担当学校については後日案内


らいいと思っております。

10 日 休会（お盆休み）

24 日 夜間例会（高橋屋）



私の簡単な自己紹介と致しましては、1 月に還暦を迎

の方は必ず推薦と書かれています。

理事会報告



佐年度において同じ幹事でした。先日もお会いして「あの

その他
・8/6 流灯まつりについて（馬場会員がリーダー）
・杉戸町観光協会への協賛金（流灯 10 万・夏祭り 5
万）、すぎスポ（4.5 万）
・7 月 15 日（市民講座ポリオ募金） 出展 参加者 4
～5 人： 石井会員に一任
・夜間例会のキャンセルについて費用負担をお願い
する方向で調整中

大貫ガバナーからは、「新たな行動、新たな感動」とい
うスローガンがあります。私も中野さんと共に変化をして
感動を得られたらと思います。1 年間どうぞよろしくお願い
致します。

雑誌紹介

廣井会員
廣井会員

今年度、会報雑誌委員長を務めるこ
とになりました。一年間宜しくお願い
致します。7 月号の雑誌紹介は、まず
P.19 の RI 会長ロータリーテーマにつ
いてご紹介致します。抜粋を致します
と「数年前、知り合った人からある質
問をされました：「ロータリーとは何ですか？」シンプルで
あるはずのこの質問に答えようと口を開きかけたところで、
思わず止まってしまいました。どこから説明してよいか分
からなかったのです。ロータリーとは何かを、私が知らな
かったわけではありません。問題は、ロータリーがあまり

小林会員
小林会員：
会員： 6 月 30 日放送の NHK 日本アジバトでは、視聴
者大きな反響をいただきテレビの影響の大きさを痛感しま
した。

落合（喜）会員
落合（喜）会員：
会員： 新会長 中野年度頑張りましょう。話変わ
りますが、アグリパーク、テレビ番組 小林朝美駅長頑張
りました。良く出来ましたよ。

矢島会員
矢島会員：
会員： 中野会長、折原幹事、1 年間よろしくお願いしま
す。クラブ活性化、海老原ガバナー補佐ようこそ。

加 藤 会員：
会員 ： 夏の猛暑の気配が感じられますが、今年も凸
に大きく、複雑すぎて、簡単に説明できないことでした。」
私たちも「ロータリーとは何ですか？」と聞かれて言葉
に詰まることがあると思います。ライズリー会長は、「私に

版ビール祭りやります！ 1 ヶ月後の 8 月 4 日（金）です。
後日正式にご案内しますが、沢山の皆様のお越しをお待
ちしております。

とってロータリーとは、どのような団体かではなく、何をし

渡辺（良）会員
渡辺（良） 会員：
会員 ： 今日の幹事の交代をもって、私の役は、

ているかで定義されます。すなわち、ロータリーが私たち

すべて終わりました。会員と事務局の皆様に感謝申し上

に与えてくれる可能性、そして、その可能性を有意義か

げます。

つ持続可能な奉仕によって実現する方法によって、定義
されるのです。」と言っています。ロータリーを説明するの

廣井会員
廣井会員：
会員： 海老原ガバナー補佐ようこそ。中野会長 1 年間
宜しくお願い致します。

は、RI 会長でも一言では言えないようです。しかし、P.11

武井会員
武井会員：
会員： 中野会長、折原幹事、1 年間頑張ってください。

～17 にライズリー氏の人となりが書かれていますので、

野口会員
野口会員：
会員： 中野会長宜しくお願いします。石井会長ありが
とうございました。

参考になさってください。
次に縦の P.19 私の一冊に「はなちゃんのみそ汁」とい

渋谷会員：
渋谷会員： 海老原ガバナー補佐ようこそ。1 年間よろしくお

う本の紹介があります。これは、母親が子供を残して 33

願いします。中野会長年度スタート。1 年間頑張りましょ

歳の若さで乳がんで亡くなる実話の本です。先日も小林

う。

真央さんが同じように亡くなりましたが、子どもを残して早

長岡会員：
長岡会員： 新会長、幹事よろしく。頑張ってください。

くに亡くなるという辛さと、何を子どもに残して行くかと考

真中会員：
真中会員 ： 本日は伊豆栄の七夕祭り。美しい織姫（コン

えさせられる一冊です。興味のある方は是非読んでみて

パ）に逢いに行ってきます。

下津谷会員：
下津谷会員： 中野会長、折原幹事、並びに海老原ガバナ

ください。

ー補佐、1 年間お世話になります。

出席報告

石塚会員
石塚会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

42

22

20

0

14

85.70%
85.70%

スマイル報告

落合会員
落合会員

海老原秀典様：
海老原秀典様： 中野会長、折原幹事さん本日のスタートお
めでとうございます。良い年になります様祈念申し上げま
す。また、本日ありがとうございました。

中野会長：
中野会長： 1 年間宜しくお願いします。
折原幹事：
折原幹事： 皆様に幹事として 1 年間お世話になります。宜
しくお願いします。

石井会員：
石井会員： 渡辺幹事はじ会員の皆様 1 年間大変お世話に
なりました。何とか会長任期を務めることができました。中
野会長、折原幹事宜しくお願い致します。

井上会員：
井上会員： 会長・幹事宜しくお願いします。
栗原会員：
栗原会員： 海老原ガバナー補佐、宜しくお願いします。
田中会員：海老原ガバナー補佐、ご苦労様です。
舟越会員： 新年度のスタートです。会長・幹事さん 1 年
小柳会員：
小柳会員：石塚会員：宮田会員

本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

３８，０００円
，０００円
３８，０００
，０００円
３８
，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✽✽✽

第２４０３回例会 ２０１７年７月１３日

あいさつ運動 10 周年!!
周年!!

町内小学校一斉 あいさつ運動 （杉戸、第二、第三、泉、西、高野台、各小学校）
2007 年 9 月よりスタートしたあいさつ運動が今年度で 10 周年を迎えることになりました。今では、その活動も定着して
「次はいつですか？」と学校側から言われるほどになりました。昼間の例会に出席できない若い会員も早朝なら、という
ことで計 24 名の参加になり、より活気のある奉仕活動となりました。次回は 9 月の新学期です。宜しくお願い致します。

西小学校

第二小学校

高野台小学校

杉戸小学校

高野台小学校

第三小学校

西小学校

泉小学校

泉小学校

杉戸小学校

