
   
    

 

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 

Rotary Club of SUGITO 
杉戸ロータリークラブ週報杉戸ロータリークラブ週報杉戸ロータリークラブ週報杉戸ロータリークラブ週報    

2017201720172017～～～～2018201820182018 年度年度年度年度    RIRIRIRI のテーマのテーマのテーマのテーマ    
    ROTARY：MAKING A DIFFERENCE  

 

会長会長会長会長    中野中野中野中野    恒明恒明恒明恒明        幹事幹事幹事幹事    折原折原折原折原    正昭正昭正昭正昭 
http://www.sugito.club 

第２４０７第２４０７第２４０７第２４０７回例会回例会回例会回例会    ２０１７年８月１０２０１７年８月１０２０１７年８月１０２０１７年８月１０日日日日（休会）（休会）（休会）（休会）    

第２４０８回例会第２４０８回例会第２４０８回例会第２４０８回例会    ２０１７年８月１７日２０１７年８月１７日２０１７年８月１７日２０１７年８月１７日    
点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     中野会長    

ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング                我等の生業    

四つのテストの唱和四つのテストの唱和四つのテストの唱和四つのテストの唱和                    古谷会員 

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介             

会員増強維持部門委員長 河原畑 光一様 

会員増強維持部門委員 三浦 豊代様 

8888 月結婚祝月結婚祝月結婚祝月結婚祝                                                                        真中親睦委員真中親睦委員真中親睦委員真中親睦委員 

栗原偉憲（8 日）  

馬場茂明（21 日） 

8888 月誕生祝月誕生祝月誕生祝月誕生祝                                             

落合喜彦（1 日） 新井 武（16 日）  

仁部前崇（14 日） 馬場茂明（21 日） 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                         中野中野中野中野会長会長会長会長    

 会員増強維持部門委員長 河原畑

様、三浦様、本日は卓話にお越しくだ

さいましてありがとうございます。 

会員増強と維持につきましては、当ク

ラブでも今年度力を入れています。会

員増強は、先月末 3 名の新入会員を

迎えることができました。 

しかし、当クラブの半数が 40 代～50 代の若い会員です。 

本日のような昼間の例会に、現役世代の会員は出席す

ることが難しく出席率はあまりよくありません。 

そこで、今年度は、第 2 週は早朝のあいさつ運動、第 4

週は、夜の夜間例会を毎月行い、長期欠席者をなくす取

り組みをしています。月に 1 回の活動や例会出席が退会

を防ぐと考えています。 

先週の流灯まつりでは、皆さまのご協力もあり盛大に

行うことができました。おかげさまで、用意していた飲み

物や食べ物もすべてなくなり会場を提供して頂いた新井

会員、テントなどの設備を用意して頂いた細井会員バー

ベキューの準備をして頂いた仁部会員、焼き物を担当し

て頂いた田中会員には、改めてお礼申し上げます。 

また、仁部会員には、次年度会長を、そして田中会員

には幹事を引き受けて頂きましたのでご報告致します。こ

れでようやくエレクトも決まり、早々に肩の荷が下りた気

持ちです。それでは、河原畑部門委員長、三浦委員には、

後ほど卓話を宜しくお願い致します。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        折原折原折原折原幹事幹事幹事幹事    

� 職業奉仕部門より、平成 29 年 10

月 27 日（金）17:00 浦和ワシントン

ホテルにて開催される職業奉仕

セミナーの案内が届いております。

「そうじから生まれる力とは」 講

師「そうじの力」小早 祥一郎 氏 

� 管理運営部門より、平成 29 年 9 月 15 日（金）さいた

ま市民会館おおみやにて開催される RLI パートⅡの

案内が届いております。    

� ガバナー事務所より、「制定案（2019 年の規定審議

会に審議される）の提出について」、制定案の提出を

検討されているクラブは、10 月10日（火）までに提案

書の原稿を提出するよう案内が届いております。    

� ロータリー米山記念奨学会より、平成 30 年 2 月 4 日

グランドニッコー東京台場にて「財団設立 50 周年」

を記念したフォーラムを開催すると案内が届いてお

ります。」 

理事会報告理事会報告理事会報告理事会報告                         折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事    

9 月例会予定 

7 日 新学期 あいさつ運動（6 校一斉） 

14 日 結婚誕生祝、雑誌紹介、理事会 

21 日 会員卓話（仁部会員） 

28 日 夜間例会（大吉） 



� 杉戸 RC のぼり旗作成について 

杉戸町音楽祭や流灯まつり、あいさつ運動、他行事

等に広く汎用できるのぼり旗を作成する。 

� 2016-17 年度決算報告について 

別紙参照 

� その他 

・ロータリーポロシャツの件（流灯に間に合うように） 

    ・流灯まつりの件（チャリティ 九州豪雨） 

・地区ゴルフ参加者（4 名）※地区役員優先 人選は

会長一任 

・青少年交換 深瀬会員 お孫さんが申し込み予定 

クラブとして応援する。  

会員増強維持部門卓話会員増強維持部門卓話会員増強維持部門卓話会員増強維持部門卓話            

会員増強維持部門委員長会員増強維持部門委員長会員増強維持部門委員長会員増強維持部門委員長    河原畑河原畑河原畑河原畑    光一光一光一光一様様様様    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性会員の勧誘事例（実際実施したこと） 

1.女性会員のほとんどが、男性会員が勧誘して会員にな

っている                          

2.誰かの会員もしくは、辞めた会員の奥さんを会員になっ

てもらい、他の会員の奥さんにもアクセスして勧誘 

3.女性主体の他団体に接触して、勧誘する 

4.女性会長を排出したクラブは、女性会員が安定してい

る且つ、女性会員増えている 

5.家族の親睦会を開き女性会員及び、会員増強の議題

を出し、話し合い該当する人間の勧誘をした 

6.女性に魅力ある例会、イベントがあるクラブは、女性が

増えている→まず魅力ある例会年間行事にする 

7.女性会員に、準会員枠を作り会費を安くし、勧誘する 

8.１に訪問２に訪問を繰り返し何度も勧誘する 

9.取引先など、関係のある人を、勧誘する 

 結果女性がいることで、クラブ全体に柔軟性がうまれ、

女性からの視点からの奉仕活動が、出来ている 

問題点（2017 年ＰＥＴＳから） 

・高齢化になっていて体調不良で退会が多くなっている 

・入会金や寄付金、会費以外の経費負担がかかる 

・世代間のギャップや人間関係での退会がある 

・他のＲＣやライオンズクラブとの競合、取り合い 

・若い会員の多忙による出席率の悪化や昼間の例会参

加が難しい 

・若い会員の参加しやすい環境づくり 

・声掛けや話しかけが少なく、例会に活気がない 

・特色がなく魅力ある奉仕活動をしていない 

・入会してのメリットが判りづらく認知度が低い 

・会員の意識や質の向上、服装などの自覚の問題 

・周年事業が終わると大過者が増える 

・地域内の企業や商業者の減少 

 

 



 

 

 

 

 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           真中真中真中真中会員会員会員会員    

会員数会員数会員数会員数    出席出席出席出席    欠席欠席欠席欠席    免除免除免除免除    MUMUMUMU    出席率出席率出席率出席率    

44445555    11117777    22228888    0000    11115555    71.1171.1171.1171.11%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                           真中真中真中真中会員会員会員会員    

河原畑光一様河原畑光一様河原畑光一様河原畑光一様：：：：    本日は会員増強維持の卓話宜しくお願い

します。大貫ガバナー年度の会員の更なる増強をお願い

します。 

三浦豊代様三浦豊代様三浦豊代様三浦豊代様：：：：    本日、地区会員増強委員長とお邪魔致しま

した。一昨年、さいたま中央RC50周年記念チャリティゴル

フに中野会長様、会員様のご参加を頂きまして、ありがと

うございました。    

中野会長中野会長中野会長中野会長：：：：    本日は、川原畑様、三浦様、卓話ありがとうご

ざいました。あと 2 名増強がんばります。 

折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事：：：：    河原畑様、三浦様卓話有難うございました。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    久しぶりの例会、お盆の時、米山奨学生、康鎮

凡がたずねて来ました。増強は永遠の命題です。 

武井武井武井武井会員会員会員会員：：：：    毎お客様ようこそ。結婚祝いおめでとうござい

ます。 

第２４０９第２４０９第２４０９第２４０９回例会回例会回例会回例会    ２０１７年８月２４２０１７年８月２４２０１７年８月２４２０１７年８月２４日日日日    

夜間例会（高橋屋）１８：３０点鐘夜間例会（高橋屋）１８：３０点鐘夜間例会（高橋屋）１８：３０点鐘夜間例会（高橋屋）１８：３０点鐘    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

出席報告出席報告出席報告出席報告                           石塚石塚石塚石塚会員会員会員会員    

会員数会員数会員数会員数    出席出席出席出席    欠席欠席欠席欠席    免除免除免除免除    MUMUMUMU    出席率出席率出席率出席率    

45454545    29292929    16161616    0000    10101010    86.6086.6086.6086.60%%%%    

渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）渡辺（孝）会員会員会員会員：：：：    本日は卓話ありがとうございました。 

仁部仁部仁部仁部会員会員会員会員：：：：    やっと通常営業にもどれました。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    流灯まつり皆さん大変ご苦労様でした。また、

新井さん場所の提供ありがとうございます。 

田中田中田中田中会員会員会員会員：：：：    会員増強部門卓話ありがとうございます。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    夏はやっぱり暑くないと調子が出ませんね。 

ヒマワリと青空、プールから聞こえる子供達の歓声、キン

キンに冷えたビール!! 今年はどこへ行ったのでしょう？ 

まさかこのまま秋にはなりませんよね。 

渋谷渋谷渋谷渋谷会員会員会員会員：：：：    会員増強部門、河原畑委員長、三浦委員、本

日は卓話ありがとうございました。 

古谷古谷古谷古谷会員会員会員会員：：：：    何とか3期目を迎えられました。これからも町行

政にご協力をお願いします。 

新井新井新井新井会員会員会員会員：：：：    皆様方の協力で夏祭り、流灯祭り、無事終了し

ました。ありがとうございました。 

渡辺（良）会員渡辺（良）会員渡辺（良）会員渡辺（良）会員：：：：    今週は前歯が 2 本抜け大変です。明日歯

医者に行ってきます。 

矢島会員矢島会員矢島会員矢島会員：：：：    お客様ようこそ。 

野口会員野口会員野口会員野口会員：：：：    長雨ですね。    

篠原篠原篠原篠原会員会員会員会員：：：：真中会員：折原（弥）真中会員：折原（弥）真中会員：折原（弥）真中会員：折原（弥）会員：会員：会員：会員：    お客様ようこそ。 

本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル        

スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額 ３１３１３１３１，０，０，０，０００円００円００円００円 

スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額 １３６１３６１３６１３６，０００，０００，０００，０００円円円円 

スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額    １，３１，３１，３１，３００，０００円００，０００円００，０００円００，０００円    

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル        

スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額 ２８２８２８２８，０，０，０，０００円００円００円００円 

スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額 １６４１６４１６４１６４，０００，０００，０００，０００円円円円 

スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額    １，３１，３１，３１，３００，０００円００，０００円００，０００円００，０００円    



 

20１6・7．１～2017．6．30 杉戸ロータリークラブ　平成29年6月30日

本年度予算
2017.6.30

実績
摘　　要

0 0

11,351,620 11,471,620 101% 年会費28万X36名、特例16万X1名 自動決済3名端数あり

0 60,000 % \30000X2名（野口久正、山崎能央）

0 16,500 % \1500X11名

0 0 % スマイルより入金

地区補助金・助成金 0 % ※地区補助金は各事業に充て消却済み（杉戸町音楽祭）

0 0 %

0 16 % 決算銀行利息金

11,351,620 11,548,136 102%

本年度予算
2017.6.30

実績
消化率 摘　　要

クラブ奉仕 500,000 450,416 90% 公式訪問\273,003、中元￥72,000、卓話御礼、新年度準備、他

プログラム・R情報 0 0 %

会報・雑誌 420,000 367,464 87% ロータリーの友\99,036、週報作成、HP管理費、トナー交換、他

会員増強・退会防止 0 0 %

親睦 1,000,000 927,518 93% 結婚誕生祝\275,401、クリスマス会、親睦旅行、親睦ゴルフ登録料、他

出席 1,000,000 854,500 85% 地区大会\440,000、IM\260,000、セミナー一括登録料\59,500

小計 2,920,000 2,599,898 89%

職業奉仕 20,000 10,000 50% 夜話会登録料

社会奉仕 400,000 353,136 88% 夏祭り5万、流灯祭10万、市民講座5万、小中皆勤盾\53,136、他

国際奉仕 5,000 5,000 100% 国際交流協会

青少年奉仕 200,000 400,500 200% 交換留学生費用（昨年度）\261,500、RYLA費用\139,000

特別事業費 330,000 200,360 61% 杉戸町音楽祭（開催費、部活動支援金）

小計 955,000 968,996 101%

ロータリー財団 902,000 920,970 102% レート負担金あり

米山記念奨学会 1,000,000 894,000 89% 米山行事参加費\64,000

小計 1,902,000 1,814,970 95%

地区分担金 1,148,000 1,171,200 102% 地区分担金

ＲＩ人頭分担金 257,070 264,288 103% RI人頭分担金

米山普通寄付 205,000 207,500 101% 上半期米山普通寄付金

特別分担金 41,000 51,400 125% 特別分担金

小計 1,651,070 1,694,388 103%

例会費 1,600,000 1,404,499 88% 例会食事、移動例会費用、例会用品(お茶、コーヒー等) 、他

会長幹事会費 200,000 190,000 95% 会長・幹事会、他

小計 1,800,000 1,594,499 89%

事務用品費 50,000 42,410 85% コピー用紙、プリンターインク、領収書、祝儀袋、乾電池、他

印刷費 55,000 54,544 99% 年度計画書作成費\50000、材料費、他

通信費 200,000 212,728 106% 電話代・FAX、切手代、宅配便、インターネット、他

人件費 960,000 960,000 100% 穂刈：80000X12ヶ月

慶弔費 80,000 98,880 124% 結婚祝、香典、花輪、他

支払手数料 20,000 16,200 81% 振込手数料

事務所費 150,000 148,463 99% リース料金（コピー機、プリンター）、トナー交換、他

予備費 608,550 90,940 15% プロジェクター\65,664、FAXプリンター\25,276

小計 2,123,550 1,624,165 76%

11,351,620 10,296,916 91%

0 1,251,220

収入 11,548,136円 - 支出 10,296,916円 ＝1,251,220円

上記の通り報告します。　平成29年6月30日　     杉戸ロータリークラブ  会長 石井 眞一　  会計 石塚 幹正

杉戸RC2016-17年度会計報告
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