
   
    

 

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 
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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                    馬場会員 

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介             

杉の子吹奏楽団 団長 新井 友和様 

お客様お客様お客様お客様挨拶挨拶挨拶挨拶                杉の子吹奏楽団杉の子吹奏楽団杉の子吹奏楽団杉の子吹奏楽団    団長団長団長団長    新井新井新井新井    友和様友和様友和様友和様    

 本日は例会の貴重な時間を頂きあ

りがとうございます。杉の子吹奏楽

団は、平成元年 9 月に創立いたしま

した。これまで、ロータリークラブ主

催の杉戸町音楽祭の他、アグリパー

クゆめすぎと、生涯学習センターの

オープニングイベントでの演奏、姉妹都市国際交流コン

サートへの協力、オーストラリアバッセルトンへの訪問演

奏、公民館文化祭への参加のほか、杉戸宿開宿 400 年

宿場まつりやさくらまつり、フレッシュタウン納涼花火大会

など杉戸町内各所で開催されるイベントでの依頼演奏な

ど、地元杉戸町で積極的な演奏活動を行っております。

近年では「杉の子平日おんがく隊」を結成し、幼稚園や保

育園などの平日の依頼でも演奏しています。当団の活動

のさらなる発展と地域

の皆様に吹奏楽の楽

しさを広く知っていただ

くため、毎年定期演奏

会を開催しております。

つきましては、誠に恐

縮ではございますが、

定期演奏会の趣旨を

ご理解いただき、ご支

援賜りますよう、よろし

くお願いいたします。 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                         中野会中野会中野会中野会長長長長    

 1 月 10 日から 2 泊 3 日で台灣中壢

北區 RC に折原幹事と栗原会員とで

訪問をして参りました。往復で 1 名約

3 万円の格安ツアーでしたが、成田空

港では一番遠い LCC(格安航空会社)

専用の第 3 ターミナルまで歩くと 700

メートルくらいあるので、バスで移動し飛行機へは、屋根

のない階段を上り搭乗しました。機内のイスはパイプいす

のように直角で狭く、台湾までは 4 時間半、帰りは何故か

2 時間半で帰ってきました。到着すると現地には通訳を含

め6名の方が横断幕を持って迎えてくださり、中壢市内の

レストランでご馳走になりました。その後に会長のお知り

合いのケーキ工場を見学してホテルにチェックインしまし

た。時間がないのですぐに着替え夜間例会に参加致しま

した。近隣のクラブのガバナー経験者などが出席した特

別な例会を開いて頂きとても歓迎を受けました。あちらの

クラブではすぐにでも友好クラブの調印式をしたいようで

したが、こちらの都合もあるので 5 月か 6 月はどうかとい

うことで返事をしてきました。 

 例会の後は、30 名ほどの会員の方々とカラオケに行き

ましたが、そこでテキーラのような強いお酒を何度も注が

れ大変でした。栗原会員と折原幹事はカラオケに逃げて

いましたが、私は会長ということで逃れることができませ

んでした（笑）。帰りは会長のベンツでホテルまで送って

頂き大変な接待をして頂いたことをご報告致します。 

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    

� 大宮北東 RC より、森田武司パスト

ガバナーの奥様の訃報が届いて

おります。通夜式 1 月 17 日 18 時

より、葬儀・告別式は 1 月 18 日 12

時よりセレモニー大宮ホールで執

り行われます。 



� 庄和 RC より、斉藤博会員の訃報が届いております。

通夜式 1 月 19 日 18 時より、告別式 1 月 20 日 10

時より東武レクイエム聖殿春日部にて行われます。 

� 平成 30 年 2 月 4 日（日）川口市立南平文化会館に

て開催される、第 30 回インターアクト協議会および

韓国訪日団歓迎会の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                      仁部エレクト仁部エレクト仁部エレクト仁部エレクト    

2 月例会予定 

1 日 結婚誕生祝・雑誌紹介 

8 日 あいさつ運動 

15 日 3 クラブ合同例会（高橋屋） 

22 日 会員卓話 

� 東埼玉病院の市民講座について 

2/17（土）第 15 回カルスタで開催、会長挨拶、 

ポリオ募金 年 3 回開催 協賛金年間 5 万円 

� 台湾訪問報告・今後の予定について 

調印式 5 月～6 月日程調整 

� 下半期奉仕活動について（植樹・ベンチ寄贈） 

植樹：浜名造園と協議 

ベンチ寄贈：1 台 3 人がけ 折原会員 設置場所 

� その他 

上半期会計報告・クリスマス会計報告 

※別紙報告 

米山奨学生報告米山奨学生報告米山奨学生報告米山奨学生報告                                                            パク・アヒョンさんパク・アヒョンさんパク・アヒョンさんパク・アヒョンさん    

 卒論も終わり今年の 4 月から社

会人になるための準備をしていま

す。昨日留学ビザの終了の手続き

を行いに入管管理局に行きました。

東京に比べるとさいたま出張所は

少ないのですが、いつも大変混む

ので 9 時からですが、8 時 20 分に

行きました。すると驚いたことに 5 人しかいなかったので

嬉しかったのですが、成績証明書がないと手続きできな

いというので大学にもどり成績証明書を発行してもらい 1

時間半後に行くと 100 人もいて 5 時間以上もまたされるこ

とになりました。もう行きたくないので今回5年以上のビザ

がとれることを祈っています。 

 これからの予定は、卒論の発表と卒業旅行ですが、仕

事が営業職なので、運転免許所の取得を頑張ろうと思っ

ています。 

上半期実績報告上半期実績報告上半期実績報告上半期実績報告                                                                                        宮田会員宮田会員宮田会員宮田会員    

 社会奉仕委員から上半期実績報告を致します。今年

度の社会奉仕スタートは、7 月にあいさつ運動を町内 6小

学校で行いました。各学校に 3～4 名を派遣し総計 25 名

の参加となりました。そして、7/15 東埼玉病院主催によ

る「市民講座（宮代町）」が開催されました。これは昨年度

より協賛をしており毎回 5 万円の寄付をしております。同

時にクラブよりポリオ募金活動を行い財団に送金 10510

円送金いたしました。 

8 月は、8/6 古利根川流灯まつり例会を新井工業所

（新井会員事業所）の会場をお借りして今回も盛大に行

われました。その際には、北九州北部災害援助募金活動

を行い北九州地区事務所に 66,230 円送金しております。

11 月には、11/23 杉戸町音楽祭（カルスタすぎと）6 学校

（中学 3 校、高校 3 校）そして杉の子吹奏楽団の協力を得

て吹奏楽演奏会を行いました。同時にポリオ募金活動を

行い 22,037 円送金致しました。また、7 月～12 月のペッ

トボトル換金は 3 万 3600 円で、ポリオに送金済みです。 

クラブからの寄付、協賛は、下記のとおりです。 

①夏祭り賛助金 5 万②流灯まつり 10 万③市民講座協賛 

5 万④春日部市野球大会 1 万⑤すぎスポ 4 万 5 千円⑥

いずみ地区花火大会 5 万⑦障がい者週間記念式典 3

万⑧昌平高校全国大会寄付 3 万 

下半期の予定としては、植樹活動、ベンチ寄贈を予定し

ております。 

年次総会年次総会年次総会年次総会                                                                                                仁部エレクト仁部エレクト仁部エレクト仁部エレクト    

 具体的運営方針 「50 周年にむけて」 

１．継続事業の推進  

 ・あいさつ運動 11 年目（2007 年 9 月スタート） 

  杉戸中央 RC より継続しているあいさつ運動を続ける

また前年度同様に例会とし、日中、出席できない会員

の出席率向上を目指していきます。 

・杉戸町音楽祭（地区補助金事業） 

第 8 回杉戸町音楽祭を予定しています （中学校３校、

高校３校、杉の子吹奏楽団）  

  宮田社会奉仕委員長に継続し行っていくことで、50 周

年に向けての絆を深める。 

※第10回の開催（杉戸RC50周年）に杉の子吹奏楽団

に事業を移行予定。以後は後援として事業継続協力 

・古利根川流灯まつりでの募金活動→ 東日本大震災

の復興支援 



２．会員増強   

  ・次年度より 50 周年 50 名を超えるために純増人数を

考え目標とする。 

  ・個々の会員に 1 名以上の候補者を、会員増強委員

長を中心に出して頂きます。また入会候補者を親睦ゴ

ルフや夜間例会にできるだけ招待する。 

３．出席率向上 

  ・出席率向上のために、出席担当会員を指名し、例会

ごとに出来るだけ出席要請をする。 

  ・月間に因んだ外部卓話や会員卓話を実施する。 

  ・親睦委員会で様々な懇親を含めた例会を企画して頂

く。例えば、メーキャップツアーや合同例会、合同懇親

会を開催し、クラブの活性化を促進。 

４．財団・米山 100％達成   

  ・今年度も財団・米山 100％達成を目標とする。ベネフ

ァクター1 名達成する。 

   ・ポリオプラス一人当たり 50 ドルを達成する。 

５．交換留学生 

  ・次年度は交換留学生をデンマークに送りだし、8 月

頃には、海外より留学生が来日します。青少年交換委

員会には、ホストファミリー、留学生のケア、会員との

交流をお願いし、例会には毎回来れるようお願いす

る。 

６．国際交流事業 

・前年度に台湾中攊北区RC と姉妹クラブを締結して頂

き、次年度の渡航は考えていないが、国際大会等で会

えるような形を考えていきたい。 

７．新規事業の推進 

   ・ペッツでの 2018-19 年度方針を聞き今後考える。 

・福島県富岡 RC との姉妹クラブ締結を考えていく。 

雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介                                                                                                                    廣井会員廣井会員廣井会員廣井会員    

 今月のロータリーの友は、まず縦書

きの P.9 をご覧ください。「クラブを訪ね

て」第 2530 地区（福島県）飯坂 RC の

吉川屋温泉旅館が掲載されています。

ここは、以前 RI 会長代理として関口さ

んが地区大会に伺ったところです。 

次に職業奉仕月間として横書き P.7 より職業奉仕につ

いて様々な方々が考え方や各クラブでの活動が掲載され

ています。この機会に職業奉仕について考えるのもいい

ことだと思いますので是非ご一読ください。 

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    26262626    19191919    0000    11115555    91.1191.1191.1191.11%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                           石塚石塚石塚石塚会員会員会員会員    

中野中野中野中野会長会長会長会長：：：：    今年もよろしくお願いします。先週、台湾の中

壢北區 RC の例会に参加して来ました。ものすごい接待

にびっくりしました。 

折原折原折原折原会員会員会員会員：：：：    本年もよろしくお願いします。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    もう次年度が始まっています。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    アヒョンさんようこそ。新井団長音楽祭宜しくお

願いします。 

石井石井石井石井会員会員会員会員：：：：    インフルエンザが流行しております。予防には

手洗い、アルコール消毒が有効です。体調管理には充分

注意して下さい。杉の子吹奏楽団、団長様ようこそ。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    本年もよろしくお願いします。 

新井新井新井新井会員会員会員会員：：：：    杉戸町賀詞交歓会多数出席ありがとうござい

ました。本日早退します。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    今日は暖かいですが、だまされてはいけません。

まだ 1 月です。ここは台湾ではありません。 

廣井廣井廣井廣井会員会員会員会員：：：：    インフルエンザ大流行しています。皆様、体調

管理にご留意下さい。 

深瀬深瀬深瀬深瀬会会会会員員員員：：：：    パク・アヒョンさん、ご苦労様です。 

渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）渡辺（良）会員会員会員会員：：：：    今年初めての例会参加です。昨年同様宜

しくお願い致します。 

栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員：：：：    台湾のガソリンは、リッター60 円でした。 

仁部会員仁部会員仁部会員仁部会員：：：：    明日からまた寒くなるようです。インフルエンザ

に気を付けて下さい！ 

渋谷会員渋谷会員渋谷会員渋谷会員：：：：    明けましておめでとうございます。今年もよろし

くお願い致します。 

宮田会員宮田会員宮田会員宮田会員：：：：    インフルエンザが蔓延しつつあります。皆様気

をつけましょう。 

細井会員細井会員細井会員細井会員：：：：石塚会員：馬場会員：：武井会員：真中会員：石塚会員：馬場会員：：武井会員：真中会員：石塚会員：馬場会員：：武井会員：真中会員：石塚会員：馬場会員：：武井会員：真中会員：    

渡辺（嘉）会員：篠原会員：折原（弥）会員：田中渡辺（嘉）会員：篠原会員：折原（弥）会員：田中渡辺（嘉）会員：篠原会員：折原（弥）会員：田中渡辺（嘉）会員：篠原会員：折原（弥）会員：田中会員会員会員会員：：：：    

長岡長岡長岡長岡会会会会員員員員：：：：渡辺（孝）会員：渡辺（孝）会員：渡辺（孝）会員：渡辺（孝）会員：    本年も宜しくお願い致します。    

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 ３６３６３６３６，０，０，０，０００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 ５７６５７６５７６５７６，０００，０００，０００，０００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✽✽✽ 
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２０１７・７．１～２０１７．１２．３１ 杉戸ロータリークラブ　平成30年1月18日

本年度予算
2017.12.31

実績
摘　　要

0 0 前年度繰越金（1,251,220円）

12,471,620 6,015,810 年会費、半期会費、※未納者（4名） 500,000円未納

60,000 30,000

37,500 \1500X11名

地区補助金・助成金 地区補助金は各科目へ入金（音楽祭・青少年交換）

0

10 決算銀行利息金

12,531,620 6,083,320

本年度予算
2017.12.31

上半期実績
消化率 摘　　要

クラブ奉仕 550,000 615,146 % ガバナー公式訪問\305,162、中元￥49,000、記章、名刺、お礼他

プログラム・R情報 0 0 %

会報・雑誌 420,000 139,248 33% 週報作成\108,000

会員増強・退会防止 0 0 %

親睦 1,200,000 795,213 66% クリスマス会\318,548、流灯まつり￥107,057、結婚誕生祝、親睦ゴルフ

出席 1,000,000 482,000 48% 地区大会\470,000、

小計 3,170,000 2,031,607 64%

職業奉仕 20,000 10,000 50% 夜話会登録料

社会奉仕 400,000 400,260 100% 夏祭り\5万、流灯祭\10万、すぎスポ\45000、障害者\30000他

国際奉仕 5,000 178,320 3566% 台湾クラブ来訪\173,320、杉戸町国際交流協会\5,000

青少年奉仕 200,000 0 %

特別事業費 600,000 53,331 9% 杉戸町音楽祭（地区補助金別途\155,400）

小計 1,225,000 631,911 52%

ロータリー財団 902,000 517,963 57% 100ﾄﾞﾙX45

米山記念奨学会 1,000,000 498,000 50% 10000円X45、セミナー、他

小計 1,902,000 1,015,963 53%

地区分担金 1,260,000 622,500 49%

ＲＩ人頭分担金 290,000 146,853 51% 上半期RI人頭分担金26.5ドルX42 ※新入会員差額は下半期請求

米山普通寄付 225,000 112,500 50% 上半期米山普通寄付金\2500x45

特別分担金 45,000 45,000 100% 特別分担金\1000x42、新入会員追加\３000

小計 1,820,000 926,853 51%

例会費 1,600,000 739,987 46% 例会食事、移動例会費用、例会用品(お茶、コーヒー等)

会長幹事会費 200,000 80,000 40% 会長・幹事会

小計 1,800,000 819,987 46%

事務用品費 50,000 33,681 67% 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 57,696 105% 年度計画書作成費\50000（穂刈）

通信費 220,000 125,717 57% 電話代・FAX･携帯代、切手代、ハガキ、宅配便、インターネット

人件費 960,000 498,000 52% 穂刈：80000X6か月

慶弔費 100,000 22,960 23% 結婚祝、出産祝い、香典、花輪、

支払手数料 20,000 8,208 41% 振込手数料

事務所費 150,000 92,316 62% リース料金（コピー機）トナー交換、他

予備費 1,059,620 0 %

小計 2,614,620 838,578 32%

12,531,620 6,264,899 50%

0 (181,579)

収入 6,083,320円 - 支出 6,264,899円 ＝△181,579円

上記の通り報告します。　平成30年1月18日　     杉戸ロータリークラブ 会長 中野恒明　  会計 折原弥五郎

杉戸RC上半期会計報告
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