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第２４３１回例会 ２０１８年１月２５日
夜間例会（大吉）１８：３０点鐘

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

20

25

0

16

80.00%
80.00%

スマイル報告

石塚会員
石塚会員

中野会員：
中野会員：折原（正）会員：石井会員：：石塚
会員：折原（正）会員：石井会員：：石塚会員：
折原（正）会員：石井会員：：石塚会員：井上会員
会員：井上会員
折原(
折原 ( 弥 ) 会員：加藤会員：栗原会員：関口会員：武井会員：
会員： 加藤会員：栗原会員：関口会員：武井会員：
田中会員：仁部会員：野口会員：下津谷会員：山崎(
田中会員：仁部会員：野口会員：下津谷会員：山崎(正)会員
平井会員：廣井会員：宮田会員：利根川会員：渡辺(
平井会員：廣井会員：宮田会員：利根川会員：渡辺(良)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

２９，０
２９，０００円
，０００円
６０５，０００
，０００円
６０５
，０００
円

スマイル目標額
１，３００，０００円
，３００，０００円
✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

第２４３２回例会
第２４３２回例会 ２０１８年２月１日
２０１８年２月１日
点鐘
君が代・ロータリーソング
君が代・
ロータリーソング
四つのテストの唱和
2 月結婚祝

渋谷パスト会長

を着て挨拶に来てくれました。こんな雪の日わざわざ見

奉仕の理想

せに来てくれたのかと、思わず「外の雪よりもキレイだ

戸賀崎会員

よ。」と言ったことを思い出します。

戸賀崎親睦委員

2 月 23 日はロータリーの創立記念日で「平和と紛争予

折原正昭（18 日） 平井浩司（22 日）

防/紛争解決月間」です。日本は平和のありがたみを感じ

矢島紀一（28 日） 野口 久正（8 日）

る機会がありませんが、8 月の終戦記念日、12 月の太平

2 月誕生祝

洋戦争開戦記念日を忘れてはならないと思います。昨年

小川勝之(8 日) 田中昌夫（8 日）

のライラ研修は九州の知覧に特攻隊の記念館に行ったと

矢島紀一（11 日） 篠原達幸（12 日）

思います。私も以前行ったことがありますが、そこでは若

会長挨拶

渋谷パスト会
渋谷パスト会長

い特攻隊の少年たちが母親や家族のために残した手紙

先週に引き続きまた今日の夜に雪が

や遺品が展示されており胸が締め付けられるような思い

降るそうです。皆様も同じだと思います

が致しました。大義とは何だろうか・・・。私はいつも思い

が、先週の大雪では店先の雪かきが

ます。「大義」とは、人として守るべき道義。国家・君主へ

大変でした。当日は、開店はしたもの

の忠義、親への孝行など、とされていますが、爆弾を装

のほぼ休業状態で、それでも来てくだ

着し敵の艦船に体当たりすることが果たして親孝行とさ

さるお客さまに感謝しながらの営業でした。10 年以上前

れるのか・・・大義名分と称して命の尊さ・尊厳を無視した

になるかと思いますが、成人の日にこのような大雪になり

戦争を私たちは二度と起こしてはならないと思います。

ましたが、当時アルバイトの子が成人式で雪の日に振袖
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

R 財団寄付者表彰

次に、ロータリーの友ではあ
りませんが、次年度の情報と
して、2018-19 年度、バリー・
ラシン氏の掲げたテーマ「イ
ンスピレーションになろう」に
ついての資料がありますの

折原正昭 ポール・ハリス・F 栗原偉憲 PHF マルチプル①

でご紹介致します。
『113 年前の創設以来、ロータリーの役割は、世界にお
いて、また会員の人生において、絶えず進化してきました。
ロータリーはその初期、会員が親睦と友情を見つけ、地
域社会で人びととのつながりを築く方法を提供していまし
た。その後ほどなくして、ロータリーに奉仕が芽生え、組

渋谷忠明 PHF マルチプル①

理事会報告

織の成長とともにその影響も膨らんでいきました。間もな
仁部エレクト

3 月例会予定



世界中の家族や地域社会の人びとの生活を変えていくよ

1日

結婚誕生祝・雑誌紹介

うになりました。活動の成果を高めるために、他団体との

8日

あいさつ運動

パートナーシップや奉仕の重点分野を生み出しました。

15 日

青少年卓話

22 日

パク・アヒョンさん卓話

29 日

夜間例会（和泉屋）

各国政府、国際団体、無数の地元や地域の保健当局と
協力して、世界最大の官民協同による保健の取り組み、
ポリオ撲滅にも乗り出しました。ますます多くの会員が、
友情だけでなく、人助けのために行動する方法を求めて

東埼玉病院の市民講座について

ロータリーにやってくるようになりました。

2/17（土）第 15 回カルスタで開催






く、ロータリー財団の支えもあって、ロータリーの奉仕は

ロータリーは今も、そしてこれからもずっと、ポール・ハ

ポリオ募金活動今回はなし

リスが思い描いた団体であり続けます。それは、この地

社会奉仕活動の予定について

球上のあらゆる国の人たちが手を取り合い、自分を超え

浜名造園との打ち合わせ、（計画、予算）

た素晴らしいことを生み出せる場所です。その一方で、今

ベンチ寄贈（予算・設置場所）

日のロータリーは、類まれな不朽の価値を提供してくれま

担当：宮田社会奉仕委員長

す。それは、才能、そして世界を変えようという熱意をもつ

退会者について

人たちの世界的なネットワークの一員となれるチャンスで

利根川純子（家庭の事情）→承認

す。私たちは、地域社会で行動する力が世界的な影響を

その他

生み出し、力を合わせればたいていのことを実現できる

台湾クラブ訪問 5/29～31 予定

能力とリソースを兼ね備えています。

雑誌紹介

廣井会員

今月のロータリーの友は、縦書きの

全世界で、ロータリーはかつてないほど重要な存在と
なっており、より良い世界を築くその潜在能力は莫大です。

P.27 の第 2770 地区大会略報と P.24

残念なことに、ロータリーがどんな団体で、どんな活動を

のロータリーアットワーク「養護施設の

しているのかを十分に理解している人は多くありません。

子どもに移動動物園をプレゼント」（岩

私たちのクラブ内でさえ、多くのロータリアンがロータリー

槻東 RC）p.25「ロータリーデーで講演

について十分に知らず、ロータリー会員であることの恩恵

清掃とポリオ撲滅募金」（浦和ダイヤモ

を十分に享受していません。

ンド RC）をご覧ください。他クラブがどのような奉仕活動を
行っているのかを『友』で知ることが

ロータリーの奉仕は、人びとの人生、そして地域社会を
変えるものです。真に変化を生み出す奉仕をもっと実現

加藤会員
加藤会員：
会員： 外は寒いので、インドアのゴルフスクールに入
りました。ボールのスピン量やビデオ撮影で科学的にチェ
ックされます。春が楽しみです。

矢島会員
矢島会員：
会員： 2 月 11 日 76 歳、同級生の多くは今年 77 歳
1 年得したのか損したのか。

仁部会員
仁部会員：
会員： まもなく節分です。私のお寺では「福は内」だけ
で「鬼は外」は言いません。ちなみに渋谷会員が晴れて杉
戸町民となりました！

戸賀崎会員
戸賀崎会員：
会員： 今日から 2 月。節分も、もうすぐですね。雪で
するために、私たちは、ロータリーでの自分の役割、そし
て世界におけるロータリーの役割を、これまでとは違う角
度でとらえる必要があります。公共イメージにもっと重点

すっころばないよう、木をつけましょう!!

深瀬会員
深瀬会員：
会員： 今日も雪のようですね。インフルエンザの予防
を致しましょう。

を置き、ソーシャルメディアを活用して会員基盤を築き、

関口会員
関口会員：
会員： 下津谷さん毎回ドア当番ありがとうございます。

奉仕のスケールアップを助長してくれるパートナー組織に

深瀬会員
深瀬会員：
会員： パク・アヒョンさん、ご苦労様です。

注目してもらう必要があります。より持続可能な影響を

渡辺（良）会員
渡辺（良）会員：
会員： 又雪だとか、雪の中の新聞配達、本当に

もたらす大きなプロジェクトに力を注ぎ、ロータリー年度や
任期を超えた活動の研究と計画に時間を費やす必要
があります。一番大切なのは、前向きな変化を生み出し、

ご苦労さまです。

武井会員
武井 会員：
会員： 前回の雪が残っているのに又今晩降りますか
ね。

私たちが今日直面する課題に勇気と希望、そして創造

田中会員
田中会員：
会員： 雑誌紹介ありがとうございます。

性をもって正面から立ち向かう意欲を、クラブ、地域社会、

下津谷会員
下津谷会員：
会員： 昨夕には大吉で妹にゴチになりました。旨い

そして組織全体から引き出すための「インスピレーショ
ン」となる必要があるのです。

肴に一杯 1500 円の冷酒を 4 杯も。幸せな一時でした。

栗原会員
栗原会員：
会員： 台湾クラブとの締結式が 5 月の末頃になりまし

ポール・ハリスが述べたように「ロータリーは、世界平

た。多くの皆様に来て頂きたいので、日程が決まりました

和の縮図であり、国々が従うべきモデル」です。私にとっ

ら要請させて頂きます。旅行は下津谷さんよろしくお願い

て、ロータリーは、単なる「モデル」ではなく、インスピレー

します。

ションです。ロータリーは、可能性を指し示し、そこに到達

舟越会員：
舟越会員： 早く春が来ないかな・・・。

する意欲を引き出し、行動を通じて世界の「インスピレー

新井会員：
新井会員： また雪が降りそうです。余り有難くありません。

ションになる」ための道を拓いてくれるのです。』

廣井会員
廣井会員：
会員：折原（弥）会員：篠原会員：：長岡会員：

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

22

23

0

12

75.55%
5.55%

スマイル報告

石塚会員
石塚会員

渋谷 P 会長：
会長： 今月もよろしくお願いします。
折原会員
折原会員：
会員： 寒い日が続きます。お身体に御自愛ください。
細井会員
細井会員：
会員： あと 3 日で立春ですね。

落合（喜）会員：
落合（喜）会員：真中会員
会員：真中会員

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

３２，０
３２，０００円
，０００円
６３６，０００
，０００円
６３６
，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２４３３回例会 ２０１８年２月８日
新学期 あいさつ運動 （町内小学校全 6 校）

第２４３４回例会 ２０１８年２月１５日
3 クラブ合同例会 （春日部イブニング・幸手中央）

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

43

21

22

0

13

79.07%
79.07%

新井：石塚：折原（正）:
新井：石塚：折原（正）:折原（弥）：加藤：栗原：下津谷：
関口：高橋：田中：戸賀崎：中野：仁部：野口：廣井
関口：高橋：田中：戸賀崎：中野：仁部：野口：廣井:
：廣井:深瀬：
細井：真中：山崎（正）：矢島：渡辺（孝）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

２２，０００円
２２，０００円
６５９，０００円
６５９，０００円
１，３００，０００円
１，３
００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

