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12 年目になります。杉戸ＲＣの歴史についてはこれから
関口パストガバナーが卓話しますので、私からは少しだ
けクラブの現状をお話します。当クラブは現在 45 名で最
年長が 85 歳、最年少が 32 歳で平均 61 歳の埼玉県では
比較的若い年齢のクラブです。クラブの特徴としては、毎
年、米山学生を受け入れ、また今年はいませんが、来年
度も交換留学生を受け入れる予定です。また社会奉仕事
業として、杉戸町の音楽祭を開催し、町の中学生、高校
生との交流を行っています。また地区で行うライラ事業に
も毎年参加しています。比較的子育て世代が会員に多い

点鐘
ロータリーソング
四つのテストの唱和

中 野会長
奉仕の理想
馬場会員

お客様紹介
第 6 グループガバナー補佐 海老原 秀典様
春日部 RC 会長 寺門孝彦様
幹事 小島喜久雄様
国際奉仕委員長 小川元一様
中歴北区ロータリークラブ御一行様

12 月結婚祝

石塚親睦委員長

折原弥五郎（5 日） 仁部前崇（21 日）

ため青少年事業に力を注いでいます。しかし、創立以来、
海外との友好クラブはなく、今回、米山学友である「張(ち
ょう)淑恵(よしえ)」さんのご紹介で、皆様とお知り合いにな
れて大変光栄に思っています。今後は、台湾に行けば、
日本に来れば、知り合いがいるという、そんなお互いの
関係を築(きず)いていければ幸いだと思っています。限ら
れた時間ですが、皆さんにとって有意義な時間になること
を祈念し会長挨拶とさせていただきます。本日は宜しくお
願いします。

幹事報告


石塚幹正（24 日）

渋谷幹事
渋谷幹事代理
幹事代理

ガバナーより、2020～2021 年度
ガバナー候補者の推薦について、

12 月誕生祝

国際ロータリー細則第 14 条のガバ

井上勝雄（4 日） 古谷松雄（8 日）

会長挨拶

ナーノミニーの選出について、地
中野会長
中野 会長

区ガバナーノミニー指名委員会に、

みなさんこんにちは。本日は台湾か

2020～2021 年度ガバナー候補者

ら中歴北区(ちゅうれき きたく)ロータ
リークラブ張(ちょう)会長をはじめ、18
名の皆様に、ご訪問頂きありがとうご
ざいます。今年度第 47 代会長を務め
させて頂いております中野恒明と申し
ます。職業は運送業を経営しておりロータリーに入会して

案を提出するよう案内が届いております。


ガバナー事務所より、2018 年 6 月 23 日（土）シェラト
ン・センター・トロント・ホテルにて開催される、2018
年トロント国際大会ＲＩ第 2770 地区ガバナーナイトの
案内が届いております。国際大会に参加予定の方
は、事務局までお知らせください。

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



米山部門より、2018 学年度米山奨学生世話クラブに
仁部エレクト

1 月例会予定

11 日 結婚誕生祝・雑誌紹介
18 日 年次総会・上半期実績報告
25 日 新年会（大吉）18:30～






立しました。チャーターメンバーは
35 人。創立 3 年前位からスポンサ

4 日 休会（年末年始）



関口パストガバナー

杉戸 RC は、1971 年 3 月 30 日創

ついて募集の案内が届いております。

理事会報告

杉戸ロータリークラブの歴史

ークラブである春日部 RC が、杉戸
町に新しいクラブを作るべく動いて
おりましたが、中々難しかったようで
す。当時の埼玉銀行頭取長島恭助
氏は、埼玉銀行の全支店に RC を作ると頑張っておられ

昌平高校 3 部活全国大会支援金について

たようです。結局銀行指導型の RC が出来上がりました。

クラブより 3 万円、その他有志で 7 万円

特別代表は春日部 RC の平野 寿氏（後のガバナー）。初

計 10 万円を送金する

代会長は埼玉銀行ゴルフクラブ会長の相島氏、幹事は

台湾訪問についていて

銀行の支店長の白根氏。メンバーは埼玉銀行杉戸支店

1 月 10 日（水）～12 日（金） 訪問者：中野会長、折原

の親睦団体「大黒会」の方々でした。この会の会長は町

幹事、栗原国際奉仕委員長討、渡航費はクラブから

長でありロータリーに入会できません。私の母親が「大黒

クリスマス家族例会について

会」の副会長でしたが、当時 RC へは女性は入会できま

12・7 現在の登録者報告

せんでしたので、母親の身代わりで、私は 31 歳で入会致

その他

しました。私のすぐ年上が 7 歳上でした。彼らは戦後のド

・22 日の講演会について、下津谷会員より約 20 名

サクサ時が青春時代だったので、最初のうちはとても怖く

のお願い（今日現在 8 名）

て（実際は優しかったが）例会に行くのが大変でした。

・1 月理事会は、会長幹事不在のため 1 月 18 日

お客様挨拶
お客様挨拶

台灣中壢北區 RC 会長 張寶蓮 様

設立の時に入会の誘いがありましたが、当時 31 歳の私
は一生懸命働いていましたので、毎週火曜日の 12 時半

杉戸ロータリークラブの皆様、本

から 1 時半の 1 時間はとても空けられないと断っていまし

日は皆様の例会に出席することが

た。今日までの返事をしないと入会出来ない日に、すで

でき大変嬉しく思っております。私

に入会を決めた親戚の方から「何でもいいから入りますと

たちは、これを機会に両クラブの親

言っておけ」と云われましたので入会することにしました。

善と友情を深めて行きたいと心より

一番最後に入会したものが創立会員としては、たった

思っております。

一人の生き残りとなりました。

中歴北区ロータリークラブは、創

1971 年の頃は、埼玉と千葉が一つの地区で、ガバナー

立 18 年になり、会員数 58 名、男性 9 名、女性 31 名、家

は熊谷の河野秀夫氏というお医者さんでした。RI 認証は

族会員 18 名のクラブです。（台灣中壢北區 RC の社会奉

5 月 3 日。吉川 RC が同じ日に RI より認証されています。

仕活動と台灣中壢地区の観光についてお話頂きました）

そして 1 年後の 4 月 2 日に宮代町の日本工業大学で認

杉戸 RC の皆様のご健康とご多

証状伝達式（チャーターナイト）を行うのですが、大勢の

幸をご祈念致しております。あり

人に参加してもらうために、近隣クラブだけでなく、埼玉

がとうございました。

県は元より、千葉、茨城、栃木、群馬迄 2 人一組でキャラ
バンに行きました。私は銀行の支店長さんと 2 人で、5 ク
ラブ位行ったと思います。又、どこかでチャーターナイトが
あるというと、勉強の為、出席致しました。近くだけではな
く、遠くは滋賀県まで行ったと思います。そのお陰で、
1972 年 4 月 2 日のチャーターナイトには、700 人以上の
人たちが出席してくれました。ただチャーターナイトが終

年に中歴クラブと姉
妹クラブ を締結 して
おり、互いに交流を
深 めています。又 、
先週 11 月 30 日の木
曜日に、同じ春日部
RC をスポンサークラ
ブとしている春日部西 RC が同じ台湾の桃園百令 RC と
友好クラブ締結に向けて会合を行っており、そこに出席さ
せて頂き、普段感じていることをお話させて頂きました。
わった後、何人かの人たちが辞めていきました。それは
認証状伝達式の時に来た着物の事でした。1 回だけの為
に、安っぽい普段ではとても着ることの出来ないようなモ
ノでした。それをある一部の人たちが無理に押し通した結
果です。私の家内もその時一度着たきりで、今、その着
物はどうしているでしょうか。
1973 年に埼玉だけで 1 つの地区になりました。その時
の会員は 2,444 人で現在の 2770 地区の会員数とあまり
かわりません。その頃は今の台湾と同じように毎年新し
いクラブがいくつか出来ていました。そして 1988 年に埼玉
が 2 つの地区に分割されました。2770 地区は 54 クラブ、
3,097 人でスタートしました。そして 1994-95 年田中作次
元 RI 会長の時には 3,993 人まで増えましたが、それから
減少し、私がガバナーを務めた 2002-03 年度は 3,091 人
となりました。
中壢北区 RC の皆様、ようこそお越し下さいました。
日本のロータリーは、1920 年に東京 RC が創立されまも
なく 100 年になろうとしています。それに向けて現在準備
中です。台湾ロータリーは 1931 年 10 月に東京 RC の支
援を受けて台北 RC が発足しました。日本は最盛期には、
12 万人の会員がいましたが、現在は 9 万人弱です。それ
に比べて、会員が増えているのは皆さんの御国、台湾と
韓国とインドです。1990 年に台湾だけで 2 地区、91 年に
は 4 地区、98 年には 7 地区、そして本年 7 月には 14 地
区へと大きく変わっています。1 地区の会員数は、約 3 万
5 千人で、台湾全体では、7,917 クラブで約 3 万 4 千人。
日本では 34 地区で 2,273 クラブ、会員は 8 万 8 千人です。
中歴北 RC は 1990 年 1 月に RI より認証、チャーターメン
バー28 名、現在は会員 34 名、家族 14 名、衛星クラブで
16 名、合計 63 名と大きなクラブへと成長しました。私ども
杉戸 RC のスポンサークラブである春日部 RC は、1969

実は杉戸 RC でも今から 40 年位前に桃園東 RC と姉妹
クラブのお話がありましたが実現しませんでした。
杉戸 RC では、創立以来 2 つのクラブのスポンサークラ
ブとなりました。１つは 1990 年に宮代 RC でしたが、2005
年 12 月をもて RI より脱会し解散致しました。もう 1 つは、
今の杉戸 RC のメンバーの中核となす杉戸中央 RC です。
このクラブは田中作次元ＲＩ会長のガバナー年度の 1995
年に不肖私が、特別代表で 26 名のチャーターメンバーで
創立しました。杉戸中央 RC として、いろいろな社会奉仕
活動、国際奉仕活動を行ってきましたが、創立 20 年を期
して 2014 年 9 月にスポンサークラブである杉戸ロータリ
ークラブと合併を致しました。現在会員 45 名で、2770 地
区第 6 グループの中心的クラブとして活動しています。
又、私は 2002-03 年度 2770 地区ガバナーとして、地区
内の大勢の皆様のお陰で務めさせて頂きました。その時
のＲＩ会長は、ビチャイ・ラタクルさんと云ってタイ国の人で、
現在 92 歳で、前月の 11 月 11 日、12 日の第 2770 地区
大会に RI 会長代理として出席され講演をされました。
ビチャイさんがいつも言われるのは、「原点にかえれ、
Back to the BASIC」です。そして「ロータリーとし、ロータリ
ーの仕事をするのは、ＲＩ会長でもなく、地区ガバナーでも
ありません。クラブとその会員であって、ロータリーはトッ
プダウンではなく、ボトムアップ（草の根）であります」と。
来年、3 月 1 日、高雄で行われる日台親善会議に出席
する予定です。

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

45

21

24

0

10

71.11%
71.11%

戸賀崎会員
戸賀崎会員：
会員： お客様いらっしゃいませ。日本一おいしいウ
ナギを召し上がりください。

廣井会員：
廣井会員： 中壢北區 RC の皆様、杉戸 RC へようこそ。春日

石塚会員
石塚会員

部 RC 春日部南 RC からもお客様ありがとうございます。

海老原秀典様：
海老原秀典様： 中壢北區 RC の皆様ようこそ!!今後良い交

渡辺孝会員
渡辺孝会員：
会員：渋谷会員：矢島会員：篠原会員：田中会員：
渋谷会員：矢島会員：篠原会員：田中会員：

スマイル報告
流となりますよう祈念いたします。

加藤会員：栗原会員：
加藤会員：栗原会員： 中壢北區 RC の皆さんようこそ。

寺門孝彦様：
寺門孝彦様： 中壢北區 RC 謝謝。

古谷松雄会員
古谷松雄会員：
会員：新井会員：石塚会員：野口会員：

小島喜久雄様：
小島喜久雄様： 本日はお世話になります。

渡辺嘉一会員：
渡辺嘉一会員：深瀬会員：渡辺良一会員：宮田会員：
会員：深瀬会員：渡辺良一会員：宮田会員：

小川元一様：
小川元一様：本日はお世話になります。

武井会員：落合優智会員：下津谷会員：小柳会員：

中野会長：
中野会長： 本日はガバナー補佐をはじめ中壢北區 RC の

長岡会員：真中会員：お客様ようこそ。

皆さんようこそ。これから良いお付き合いが出来れば嬉し
いです。ありがとうございました。

関口会員
関口会員：
会員：中壢北區 RC の皆さんようこそ。お客様ようこそ。
仁部会員
仁部 会員：
会員 ： お蔭様でロータリークラブ、そして皆様のご協
賛でいずみ花火大会も無事開催出来る事となりました。
改めて御礼申し上げます。あとは天気だけです。

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

４４，０
４４，０００円
，０００円
５１４，０００
，０００円
５１４
，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✽✽✽

