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第２４３６第２４３６第２４３６第２４３６回例会回例会回例会回例会    ２０１８年３月１２０１８年３月１２０１８年３月１２０１８年３月１日日日日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                        中野会長    

君が代・君が代・君が代・君が代・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             奉仕の理想 

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                  下津谷会員 

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介             

2014-15 年度青少年交換留学生 高倉早紀様 

3333 月結婚祝月結婚祝月結婚祝月結婚祝                                                                                        真中会員真中会員真中会員真中会員 

新井 武（14 日） 武井 章（25 日）  小柳明雄（27 日）  

廣井慎一（27 日） 落合優智（27 日） 

3333 月誕生祝月誕生祝月誕生祝月誕生祝                                             

渡辺嘉一（1 日） 廣井慎一（9 日）  

折原弥五郎（23 日） 落合優智（27 日）  

小柳明雄（28 日） 

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    

 皆様こんにちは。今日から 3 月で

す。いよいよ次年度への動きが活

発になってきました。先週 23 日（金）

には次年度地区チームセミナーが

行われ、地区役員の研修がありま

した。当クラブからは、5 名の役員が

出席しましたので、後日、各部門のセミナー報告をして頂

きたいと思います。そして、27 日（火）には地区補助金セ

ミナーがあり、FB に栗原会員が、病み上がりで地区補助

金申請の説明をしている写真がアップされています。本

当にお疲れ様です。3 月は、地区補助金事業の計画と申

請が始まります。年次総会の仁部エレクトの運営方針に

は、地区補助金事業は、杉戸町音楽祭で申請するとあり

ましたが、栗原会員が委員長なので大丈夫でしょう。 

また、3 月 10 日は米山奨学生の修了式があり、2 年間

奨学生だったパク・アヒョンさんが、杉戸クラブからも卒業

となります。15 日には 2 年間の集大成の卓話をお願いし 

てありますので楽しみです。 

 

冬季オリンピックも終わり、世間的にも何となく祭りの

あとのわびしさを感じます。しかし、3 月は年度末というこ

ともあり皆さん忙しいようで、出欠票を見ますと来週から

20 名を切る寂しさです。来週のあいさつ運動も人が足り 

なくて 3 校での実施となりました。4 月は新入学となります

のであいさつ運動の参加をお願い致します。 

私の年度は、あと 4 月の IM（インターシティミーティン

グ）と親睦旅行、台湾クラブとの友好クラブ締結式のみと

思っていましたが、社会奉仕委員会の植樹活動と町内バ

スのベンチ設置が残っています。まだまだ皆様のご協力

をお願いすることになりますのでよろしくお願い致します。 

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    

4 月例会予定 

5 日 結婚誕生祝・雑誌紹介 

12 日 あいさつ運動に振替え 

19 日 4/13 地区協議会に振替え 

26 日 夜間例会（大吉）18:30～ 

� 富岡 RC 友好クラブ締結について 

締結式の段取りについて 

富岡 RC 担当者：渡邉正義  

杉戸 RC 担当者： 田中会員   

� 社会奉仕活動の予定にについて 

4/22アースディまでに9校プランター、寄せ植え寄贈 

担当：宮田社会奉仕委員長 

� 台湾友好クラブ締結・親睦旅行について 

5/27～30  10:30 出発予定 

� その他 

・あいさつ運動人数不足につき 3 月は 3 校で実施 

（杉戸・西・泉、第三） 

・訃報の際、生花を会長・幹事名で出す 

・パクさんの卓話 22 日→15 日に変更 



お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶    2014201420142014----15151515 年度交換留学生年度交換留学生年度交換留学生年度交換留学生    高倉早紀さん高倉早紀さん高倉早紀さん高倉早紀さん    

 2014-15 年度に青少年交換として

アメリカイリノイ州ガリーナという所に

派遣させて頂いた高倉早紀です。17

歳の高校 2 年生でアメリカに行きまし

たが、早いもので私も今年で 22 歳に

なります。帰国後は専門学校へ通い、

埼玉県庁で臨時職員として働いていました。働きながら

公務員試験を受け先日無事に内定をもらうことが出来ま

した。4 月から国家公務員として働きます。配属先はまだ

決まっていませんが、海外で活動している企業や、日本

で活動している海外の企業を支える仕事をしたいと思っ

ています。面接のときに、大学ではなく高校生で留学をす

る人は少ないと大変興味を持っていただきました。高校

生の時にロータリークラブでスポンサーになって頂き留学

の経験が出来たことをとても感謝致します。やっとお金が

たまったので 3 月ようやくアメリカのホストファミリーのとこ

ろに帰ることができます。約 2 週間ですが、戻ることがで

きて嬉しいです。またこのような経験をさせて頂いたクラ

ブの皆様にとても感謝しています。 

会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話                                                                                                    古谷（松）会員古谷（松）会員古谷（松）会員古谷（松）会員    

 これからの町の事業として、埼玉農

機の跡地にある流灯工房の建て替えと、

埼玉県の事業になりますが、「大落古

利根川のまるごと再生プロジェクト」に

よる古利根川護岸整備があります。そ

して船のステーションを造ることになっています。 

 杉戸町の予算は 240 億です。杉戸町は道路が足りない

と言われておりますが、近隣の市町村と比べると多いで

す。ちなみに宮代は予算6億ですが、杉戸町は10億です。

松伏では2億に満たない数字になっています。（※他に杉

戸町の道路工事事業、駅前開発の概要、小中学校の設

備計画等を説明して頂きました） 

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    

 今月は、水と衛星月間です。ロータリ

ーの友では、特集記事になっておりま

すのでご覧ください。P.7～15 に亘り水

に関する活動が掲載されています。次

年度は地区補助金に大口枠ができて 5

万ﾄﾞﾙの予算を計上しています。各クラブでは 30 万円ほ

どのクラブ負担で 100 から最高 500 万円の補助金がでる

ようになります。事業としては 1 回の事業で終わりではな

く、その活動により持続的に社会に貢献できるものが期

待されています。 

 次に P.26「ガバナーのロータリー・モメント」に大貫ガバ

ナーの記事が掲載されています。インターアクターで韓国

の学生を受け入れた話が載っています。ご一読を。 

 次に P.16 ローターアクト（18～30 歳）の話が載っていま

す。次年度もローターアクトの人数を倍にしましょうと言っ

ていますがなかなか新入会員が集まりません。ローター

アクトの経験を活かしロータリーの会員へなってほしいと

いう期待があります。 

※他に今月号の興味深い記事の紹介をして頂きました。 

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    

44443333    11119999    22224444    0000    11113333    74.4274.4274.4274.42%%%%    

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    

中野中野中野中野会長会長会長会長：：：：    本日は、理事会ご苦労様でした。 

田中幹事代理田中幹事代理田中幹事代理田中幹事代理：：：：    廣井会員、雑誌紹介ありがとうございま

す。 

加藤会員加藤会員加藤会員加藤会員：：：：    3 月弥生の月です。これから三寒四温で暖かく

なりフェアウェイが緑になるのが待ち遠しいです。    

渋谷渋谷渋谷渋谷会員会員会員会員：：：：    今月もよろしくお願いします。本日欠席します。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    ようやく暖かくなって来ました。インフルエンザ

には注意しましよう。 

舟越舟越舟越舟越会員会員会員会員：：：：    やっと春が来ました・・・。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    花粉症、花の命が永すぎる。結婚祝ありがとう

ございました。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    ウオーキングには最高の天気ですが、残念、

4:30 に会議あり。 

仁部仁部仁部仁部会員会員会員会員：：：：    今年も残すところ 10 ヵ月となりました。寒さも彼

岸までです。 

深瀬深瀬深瀬深瀬会員会員会員会員：：：：    高倉様、卓話ありがとう。 

栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員：：：：    本日、工事検査があるので早退します。 

武井会員武井会員武井会員武井会員：：：：    しばらく休みましたが、やっと出席できました。 

廣井廣井廣井廣井会員会員会員会員：：：：古谷（松）会員：古谷（松）会員：古谷（松）会員：古谷（松）会員：細井会員：：石塚細井会員：：石塚細井会員：：石塚細井会員：：石塚会員：会員：会員：会員：    

宮田宮田宮田宮田会員：会員：会員：会員：折原（弥）会員折原（弥）会員折原（弥）会員折原（弥）会員：真中会員：真中会員：真中会員：真中会員    

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 ２９２９２９２９，０，０，０，０００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 ７０８７０８７０８７０８，０００，０００，０００，０００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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