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第２４４９回例会
第２４４９回例会 ２０１８年５月３１日
２０１８年５月３１日
5/26～
5/26～5/30 台湾親睦旅行・中歴北
台湾親睦旅行・中歴北区
親睦旅行・中歴北区 RC 姉妹クラブ締結式に振替え
姉妹クラブ締結式に振替え

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

第２４５０回例会 ２０１８年６月７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
6 月結婚祝

幹事報告
幹事報告
中野会長



R 財団部門より、平成 30 年 7 月 28 日（土）13:00～
パレスホテル大宮にて開催される R 財団セミナーの

奉仕の理想

案内が届いております。

渡辺会員
真中会員

折原幹事



奉仕プロジェクト部門より、平成 30 年 7 月 16 日（月）

中野恒明（5 日）

大宮ソニック市民ホールにて開催される、各種部門

6 月誕生祝

セミナーの案内が届いております。

次年度地区役員
次年度地区役員委嘱
地区役員委嘱状交付
委嘱状交付

渡辺 孝（15 日） 武井 章（18 日）
加藤武男（26 日）

会長挨拶

中野会長
中野会 長

私の会長任期も今月いっぱいと
なりました。あともう少しお付き合い
頂きたいと思います。先月、27 日か
ら 4 日間、台湾の中歴北区ロータリ
ークラブとの締結式に親睦旅行を
かねて行って参りました。クラブか
らは、関口会員夫妻、矢島会員夫妻、田中会員夫妻、仁
部エレクト、古谷会員、下津谷会員、細井会員、栗原国
際委員長、そして私と折原幹事とで行って来ました。台湾
はものすごく暑くて、現地では 100 年に一度の記録的な
暑さと言っていました。27 日の夕方に到着しましたが、空
港であちらの会長、幹事 5、6 人の会員の熱烈歓迎ぶりに
驚きました。2 日目は国立故宮博物院（こくりつこきゅうは
くぶついん）九份（きゅうふん）や国民革命忠烈祠（こくみ
んかくめいちゅうれつし）などの観光をして市場にも行き
ました。調印式は、2 クラブ間の簡単な調印と思っていた
ら、結婚式場のような会場に 300 人あまり集まり、地区の
15 グループ、ガバナー夫妻も出席で、白い手袋をはめた
調印式で物々しい感じでした。式典の後は、前回と同じく
パーティでしたが、関口さんの銀座の恋の物語り（カラオ
ケ）や下津谷さんのダンスで大変盛り上がりました。
ここにあるロータリーの置物を頂き、我々からは日本の
木目込み羽子板を記念品として持って行きました。今後
は、周年事業だけのお付き合いとなりますが、2 年後には
中歴北区の 30 周年記念、杉戸は 50 周年記念があります。
その事業にはお互いに行き来をする予定です。あちらの
歓迎ぶりはものすごいの
で我々も考えなければな
りませんね。以上で簡単
な報告とさせて頂きます。

関口会員（諮問委員）、廣井会員（ガバナー補佐）
栗原会員（地区補助金運営委員長）、
戸賀崎会員（青少年交換委員）折原会員（RYLA 委員）

雑誌紹介

廣井会員

今月の雑誌紹介で最後となります。
1 年間お付き合いいただきありがとう
ございました。6 月は親睦活動月間で
すが、特にこれと言った見出しがない
のですが、「次年度 RI テーマ日本語
訳について思う」をご覧ください。次年
度のテーマはご存じのとおり、『インスピレーションになろ
う』ですが、この日本語訳の意味が分からないという意見
が寄せられているそうです。これについての意見や、見
解が P.16 に書かれておりますので読んでみてください。
次に横書きの P.27「全国で鳴り響け！東京 RC 創立&
日本のロータリー100 周年を祝う鐘」をご覧ください。とな
『1920 年に日本で初めて創立した東京ロータリークラブが
2020 年 10 月 20 日で創立 100 周年を迎えます。これは同
時に、日本のロータリーが 100 周年を迎えることでもあり
ます。この 100 周年という大きな節目に向け、日本のロー
タリー100 周年実行委員会ではさまざまな取組みを計画
しております。その一つとして、ロータリーの会合で使わ
れる日本のロータリー100 周年記念ゴングを東京 RC と共
に制作し国内全 34 地区にお贈りすることにしました。』と

あります。このゴングを各地区のガバナーが公式訪問の
際に持参し、各クラブの会長に例会で点鐘していただくと
いうことです。

関口会員
関口会員：
会員： 久しぶりの例会出席です。会長・幹事残り 1 ヶ
月ラストスパート。

矢島会員
矢島会員：
会員： 1995 年 6 月 6 日杉戸中央 RC 設立会員として

次に、横書きの P.22～23「米山記念奨学事業 50 年の

23 年。24 年目頑張れるか？

あゆみ」をご覧ください。こちらでは米山のよねやまだより

廣井会員
廣井会員：
会員： 中野会長、折原幹事、いよいよラストですね。

の連載の最終回となります。米山のセミナーや卓話で米

新井会員
新井会員：
会員： 本日宜しくお願いします。

山記念事業の説明や活動を紹介されますが、改めてこの

落合（喜）会員
落合（喜）会員：
会員： 雑用が多くて困っています。

事業の素晴らしさが分かります。P.23 には、当地区の「さ

戸賀崎会員：
戸賀崎会員： 台湾締結旅行、ご参加の皆様、大変ご苦労

いたま大空 RC 創立 5 周年の記事が掲載されていますが、

様でした。大変な暑さだったと伺いました。熱い式が輪を

このクラブは、財団と米山の学友を中心に結成された初

かけたでしょう。パイナップルケーキ、美味しく頂きます。

のクラブです。是非読んでみてください。

会員報告

田中会員：
田中会員： 3 年前の今日はサンパウロ国際大会に参加し
渡辺（孝）会員
渡辺（孝）会員

今日は、町役場で「第 1 回杉戸町

ていました。

栗原会員：
栗原会員： 次回、台湾報告します。ちなみに台湾のガバナ

中学生社会体験チャレンジ事業推進

ーは、ダンスが出来ないとなれないそうです。

委員会」が開催されます。次年度職

渋谷会員：
渋谷会員： 中野会長最後の月。出来る限り出席するように

業奉仕委員長の代わりに出席をして

頑張ります。

きますが、職業体験の受け入れをさ

長岡会員：
長岡会員： ご無沙汰しています。

れている方から何か意見や要望が

渡辺（孝）会員：
渡辺（孝）会員： この度、会社名を㈲渡辺新聞店から㈱エ

あるか聞きたいと思いますのでご協力ください。

スエヌシーエスに変更しました。

※渋谷会員の事業所で毎年受け入れをされているという
ことで意見を頂きました。

台湾訪問団：
台湾訪問団： 台湾締結式に訪問したメンバーです。飲食費
の余剰金です。

出席報告

真中会員
真中会員

理事一同：
理事一同： 5 月理事会（庄屋）での余剰金です。

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

小柳会員
小柳会員：
会員： 真中会員：
真中会員：折原（弥）会員
会員：折原（弥）会員

43

15

28

0

17

74.42%
74.42%

本日のスマイル

スマイル報告

真中会員
真中会員

中野会長
中野会長：
会長： 先日無事に中歴北区ロータリークラブとの姉妹
クラブの締結式を終えて来ました。来週は、私用で欠席し
ます。宜しくお願いします。

折原幹事：
折原幹事： 中野年度も残り 1 ヶ月です。会長宜しくお願いし
ます。

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

３８，３０４円
３８，３０４円
８９６，３０４円
８９６，３０４
円
１，３００，０００円
１，３
００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

