
   
    

 

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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会長会長会長会長    中野中野中野中野    恒明恒明恒明恒明        幹事幹事幹事幹事    折原折原折原折原    正昭正昭正昭正昭 
http://www.sugito.club 

第２４５１第２４５１第２４５１第２４５１回例会回例会回例会回例会    ２０１８年６月１４２０１８年６月１４２０１８年６月１４２０１８年６月１４日日日日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                栗原会長代理    

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                   加藤会員 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                 栗原栗原栗原栗原会長会長会長会長代理代理代理代理    

 先日、私の事業所でもようやく決

算が終わりました。5 月から 4 月に

かけての決算ですがどうしても 6 月

までかかってしまいます。そこでロ

ータリークラブは、なぜ7月から新年

度になるのか調べてみました。 

1905 年にシカゴ･ロータリー･クラブが誕生し、アメリカ

各地でロータリー･クラブが設立されるようになると、いろ

いろなクラブが顔を合わせる国際大会を開こうということ

になり 1910 年 8 月 18 日に最初の大会が開かれました。

ロータリーの最初の会計年度は、第１回大会が終了し翌

日、1910 年 8 月 18 日に始まりました 1913 年 4 月の理事

会で 6 月 30 日を会計年度の最終日と定められ、その後

1917 年まで 7 月または 8 月に大会を開催していました。

しかし、夏場の暑さを考慮し大会を 6 月に開催する決議

案が採択され、翌年のアトランタから 6 月に開催されるよ

うになったそうです。ちょうど 100 年前から「ロータリー年

度」は、6 月 30 日に終わり、7 月 1 日から開始になったん

ですね。深い理由があると思ったのですが意外です（笑）。

今回の台湾クラブとの姉妹クラブ締結も、ささいなきっか

けから始まりました。台湾で 5 月に姉妹クラブを締結させ

たいというクラブがあるということから始まったことです。

このようなきっかけから枝葉が延びるということを大切に

していきたいと思います。 

私は次年度、補助金運営委員会の委員長を務めます。

補助金約 1,500 万円の責任者です。各クラブに分配しま

すが、使い道の整合性をジャッジしたり、報告書のチェッ

クをします。しかし、報告書等を事務局さんまかせにして

いるクラブが多く、中川さんの意向で今年度から事務局

研修会に幹事も参加することになりました。 

地区補助金では、800 ﾄﾞﾙ、1400 ﾄﾞﾙの 2 つがあります

が今年度約 100 万円の大口補助金を設けました。さすが

に自分のクラブにもってくることはできないので今年度は

遠慮しましたが、これを利用して他の団体にはできないロ

ータリークラブならではの事業をしたいと思っています。 

 ロータリーの基本理念は、奉仕なのか親睦なのかこれ

は昔から言われていたことなのですが、アメリカのシカゴ

でロータリーが出来たとき、まずは親睦であるという考え

方でした。そして親睦で深めた絆をもって奉仕の事業に

取り掛かりましょうということです。日本でもそういう循環

を持ったクラブづくりが正しいのかと思っています。 

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    

7 月例会予定 

5 日 交代式、結婚誕生祝、雑誌紹介、理事会 

12 日 公式訪問について 

19 日 ガバナー公式訪問 

26 日 会員卓話（仁部会長） 

� 新入会員・退会者について 

新入会員予定者（中川・古川）両者とも 7 月 1 日入会

予定で準備、7/14 公式訪問時に入会式古川さんは、

㈲アグリパークゆめすぎと、小林朝美会員の引継ぎ

入会。2018-19 年度計画書に新入会員名を記載 

� 次年度の運営について 

委員会ごとに会合または集会を行い、各委員会を機

能させる。例会は 12 時集合、食事、12:30 点鐘、夜

間例会は原則第 5 週のみとする 

� 7 月新年度部門セミナーの出席について  

7/7 管理運営→ 関口、折原正、栗原 

7/7 クラブ研修→ 中野 7/15 青少年→ 栗原 



7/16 奉仕 PJ→ 仁部、戸賀崎、山崎、宮田、落合 

7/21 公共イメージ・会員増強→ 仁部、渋谷、廣井 

7/22 米山→ 仁部、戸賀崎、五十嵐 

7/28 R 財団→ 仁部、田中、戸賀崎 

� 駐車場について さいしんから繁忙日の駐車場利用

は控えて欲しいと要請あり→原則駐車しない 

� 7 月～9 月猛暑日の例会時間について （次年度議

案） 駐車場利用の点から、さいしん閉店時間に合

わせ 15:30～16:30 例会の検討（食事なし） 

� 富岡 RC との友好締結について→  関口委員長の

もと早急に協議 

� 地区補助金事業について→杉戸町観光協会（流灯

工房）への机椅子等の寄贈に変更を検討中 

� 次年度 IM,グループゴルフについて 

2019 年 2 月 9 日 IM 実行委員長： 渋谷会員 

2018 年 10 月 26 日 第 6G ゴルフ会場：フレンドシッ

プ C.C 実行委員長： 折原正会員 

中歴北区中歴北区中歴北区中歴北区 RCRCRCRC 姉妹クラブ締結式報告姉妹クラブ締結式報告姉妹クラブ締結式報告姉妹クラブ締結式報告                栗原会員栗原会員栗原会員栗原会員    

 中歴北区 RC 姉妹クラ

ブ締結式の模様を報告

させて頂きます。まず今

回の姉妹クラブの締結

は、春日部 RC の米山奨

学生だった張 淑惠さん

から、当時米山部門委員長だった私に台湾クラブで姉妹

クラブの相手を探しているという相談を受けたことがきっ

かけでした。台湾クラブでは、グローバル補助金を受ける

のに、海外のクラブと友好的でないと受けられないという

ことで、積極的に姉妹クラブを締結しているそうです。 

 5 月 27 日細井自動車に

集まり、細井さんのバスで

成田空港に向かいました。

海外旅行の期待に溢れた

楽 し そ う な 写 真 で す ね

（笑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※台湾クラブとの締結式の様子と親睦旅行の様子を写

真と共に楽しく紹介して頂きました。 

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    11110000    33333333    0000    11117777    62.7962.7962.7962.79%%%%    

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    

折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事：：：：    栗原 PP、台湾報告ありがとうございました。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    台湾桃園北 RC の MU 料です。19 日からトロン

ト国際大会へ行って来ます。矢島、田中夫妻と一緒です。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    会長・幹事、年度わずかです。感謝致します。 

仁部仁部仁部仁部会員会員会員会員：：：：    大阪からの新幹線、妙な緊張感がありました。    

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    昨日、深瀬心羽ちゃんと埼玉県知事公館に

埼玉親善大使の委嘱式に行ってきました。このもようは、

テレビ埼玉で放映されたようです。深瀬さんの旅立つ日も

秒読みになってきました。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    100 才 10 ヵ月で逝去された秋山 PG 遺愛の

碁盤一式を頂きました。相当高価な品の様ですが碁を打

てない小生には猫に小判家宝として床の間に飾ります。 

加藤加藤加藤加藤会員会員会員会員：：：：    台湾での友好クラブ締結、ご苦労様でした。多

勢に無勢で大変だったようですが、年長組が大活躍だっ

たとか。さすが！亀の甲より年の功ですね。 

田中会員田中会員田中会員田中会員：：：：    台湾クラブ締結式報告ありがとうございます。 

渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員：：：：    栗原会員本日はありがとうございました。 

長岡会員長岡会員長岡会員長岡会員：：：：    暑くなってきました。 

廣井会員廣井会員廣井会員廣井会員：：：：    本日も宜しくお願いします。 

新旧理事一同新旧理事一同新旧理事一同新旧理事一同：：：：    合同理事会（大吉）での余剰金です。 

栗原会長代理栗原会長代理栗原会長代理栗原会長代理：：：：宮田宮田宮田宮田会員会員会員会員：折原（弥）会員：馬場会員：：折原（弥）会員：馬場会員：：折原（弥）会員：馬場会員：：折原（弥）会員：馬場会員：    

篠原会員：野口会員：真中篠原会員：野口会員：真中篠原会員：野口会員：真中篠原会員：野口会員：真中会員会員会員会員    

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 ５６，７９５６，７９５６，７９５６，７９０円０円０円０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 ９５３，０９４９５３，０９４９５３，０９４９５３，０９４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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