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第２４５２回例会
第２４５２回例会 ２０１８年６月２１日
２０１８年６月２１日
点鐘
ロータリーソング
四つのテストの唱和
会長挨拶

中野会長
それでこそロータリー
宮田会員
中野会長
中野 会長

例会場での会長の時間も今日で最
後となりました。会長の時間ですが、
今年度の実績報告も含めて話をした
いと思います。
昨年、私が「会長エレクトセミナー」
を終えて、次年度の目標を「出席率の
向上、長期欠席者を無くす取り組み」と思っていた頃、駐
車場で長年お世話になっていた中央印刷が急に移転を
するという連絡がありました。正直なところ、これはクラブ
運営には、大変危機的状況だと思いました。
さいしんのお客様用駐車場は 11 台しかとめられません。
そこに会員数 40 以上の会員がどうして集まれるのか考え
なければなりませんでした。「りそなの第２駐車場やベル
クスにとめればいいじゃないか」と言う意見がありました
が、現実的ではありません。作業着で現場から時間ギリ
ギリにやってくる会員が、遠くの駐車場にとめて歩いて例
会場に来るという不便さから例会出席が遠のくのは目に
見えています。いくら時間に余裕のある会員でも、夏の炎
天下 200～300m 歩いて来るというのは大変なことです。
「今日は例会休んじゃおうかな・・・。」という気持ちから出
席率は落ちていきます。

お客様で、板挟みになって困っています。これからもこの
例会場を気持ちよく貸してもらえるよう自分たちも考えな
ければならないと思いました。そこで、車が満車状態にな
ってから約 1 時間が限界かなと思い、今年度は食事から
例会終了まで 1 時間という時間配分にしました。昨年度も
例会時間が余ってしまう状態が多かったので、上手く回
せば 1 時間で行えると思ったからです。これに関しては、
SAA の真中会員には、大変苦労をおかけしました。年度
初めの頃は段取りがまだ上手くいかずご迷惑をかけたこ
とと思います。ありがとうございました。
そして、次に昼間の例会に来られない若い会員に、最
低でも月に 1 度はロータリー活動に参加をしてもらおうと
考えたのが、あいさつ運動です。「昼も夜も難しいなら、朝
はどうだ!!」ということです。これには、子どもが通う学校に
配慮して分担をすることで普段来られない多くの会員に
参加してもらうことができました。
さいしんの例会場に 1 度も来たことがない会員も正直
いますが、このあいさつ運動には参加をしてくれているの
で、こういう事業が退会防止と意思の確認になっている
のではと思います。
次に新しいことにチャレンジをするという目標に関して
は、今年度はじめて埼玉から離れて、クリスマス家族例
会を行いました。杉戸 RC は、合併式典から 3 年間 1 度も
埼玉エリアから離れた親睦会を開いていません。近隣の
クラブでは会員数に限らずほとんどのクラブが都内で親
睦会を行っています。都内が偉い訳ではありませんが、

さいしんの支店長や次
長さんにとっては、ロータ
リーの会員も口座を持っ
ているお客様、駐車場が
いっぱいで車が停められ
ないとクレームを言う人も
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

町内だけで回しているのもマンネリ化しているので今年

上半期実績報告
上半期実績報告（親睦委員会）
報告（親睦委員会）

度は、石塚親睦委員長にお願いして、10 月に予定をして



7 月 27 日（木）

いたバス旅行とクリスマス家族例会を合わせた「東京湾

親睦夜間例会（和泉屋）

クルーズ」を行いました。その際には、細井会員には、往

親睦ゴルフ（東松苑ゴルフ倶楽部）

復の観光バスを格安でチャーターして頂き感謝してます。



石塚会員
石塚会員

8 月 6 日（日）古利根川流灯まつり
親睦夜間例会（新井会員事業所）

クラブの事業と致しましては、今年度の RI 会長の強い
意向で会員一人 1 本の植樹の要請がありました。これは
宮田社会奉仕委員長にすべてお任せになりましたが、当
日には 20 名ほどの会員が集まり、大勢で分担してスムー
ズに軽トラックで各学校に配送することができました。
そして、今年度の最大の事業となった「中歴北区 RC と



8 月親睦夜間例会（高橋屋）



9 月親睦夜間例会（大吉）



10 月親睦夜間例会（雅楽の湯）



12 月 14 日（木）クリスマス家族例会（東京湾クルーズ）



1 月親睦夜間例会・新年会（大吉）



2 月 3 クラブ合同例会（高橋屋）



3 月お花見夜間例会（野口会員事業所）



4 月親睦夜間例会（大吉）



5 月 27 日～30 日親睦旅行に台湾



6 月親睦夜間例会（高橋屋）
親睦ゴルフ（東松苑ゴルフ倶楽部）

の姉妹クラブ締結」ですが、年度初めには予定していな
い事業だったので困惑しましたが、国際委員長の栗原会
員のおかげでなんとか、台湾訪問と調印式を終えること
ができました。これがなければ、下半期気楽な会長だっ
たのですが、肩の荷がおりた今となっては事業実績とし
て手柄を頂いた感じで良かったです（笑）。
今回、自分が会長になったことで、折原幹事はじめ、石
塚親睦委員長、宮田社会奉仕委員長、栗原国際委員長、
SAA の真中会員、そして、流灯まつりやクリスマス家族例
会、杉戸町音楽祭など、支えてくださった会員の皆様に
支えられて 1 年間をなんとか務められたのだと理解する
ことができます。ありがとうございました。

R 財団寄付者表彰

中野会長の今年度の目標とする「出席率向上と長期
欠席者を無くす」取り組みとして、月に 1 回合計 12 回の親
睦夜間例会を行いました。また、社会奉仕委員会の「あ
いさつ運動」を入れたことで、普段昼間の例会に出席でき
ない若い会員の ほぼ全員がロータリーの活動に関わる
ことができ長期欠席者を無くす取り組みは、一定の効果
を上げました。
合併以来、月末の夜間例会が通例となっていましたが、
今年度は特に、中野会長が積極的に、夜間例会への誘
いを会員に行ってくれたので、昼間の例会に参加できな
い会員が夜間に顔を出しやすくなり、入会 3 年未満の会
員の退会防止につながったと思います。クリスマス家族
例会は杉戸を離れて東京湾クルーズを行い、親睦旅行
は国際奉仕委員会の台湾姉妹クラブ締結式にともない
台湾旅行となりました。皆様のご協力のおかげで、新しい
試みにチャレンジできた 1 年だったと感謝致します。

上半期実績報告（社会奉仕委員会）


宮田会員

7 月 15 日（土）宮代町コミュニティ
センター進修館にて 東埼玉総合
病院、北葛北部医師会、堀中病

PHF （石塚会員）
PHF③（折原会員）
PHF⑥（武井会員）

院、杉戸ロータリークラブ共催に
よる、第 13 回市民講座が開催さ
れました。同時に受付でポリオ募
金を行い 10,510 円 を財団に送金致しました。

 8 月 6 日（日）新井工業所（新井会員事業所）古利根川

く中で生まれるネットワークから「奉仕の理念」が結ばれ

流灯まつりで親睦例会を行い 北九州北部災害援助

るものと思います。

募金 66,230 円 を九州地区に送金致しました。

2 年後に開催される「2020 東京オリンピック」の年に我が

 11 月 23 日（水）カルスタすぎとにて、地区補助金事業

クラブは、創立 50 周年を迎えます。その記念すべき大き

の「杉戸町音楽祭」を開催致しました。受付でポリオ

な節目に立ち会える喜びを胸に今年度は、その準備期間

募金を行い 22,037 円を財団に送金致しました。

（セットアッパー）とし、個々の更なるスキルアップとクラブ

 2 月 17 日（土）カルスタすぎとにて、東埼玉総合病院、

のステイタスを追求してまいります。

北葛北部医師会、堀中病院、杉戸ロータリークラブ共

委員会ごとに周年に向けてのテーマを掲げ、一年を通し

催による、第 15 回市民講座が開催されました。

て会員一人ひとりの思いが繋がっていける活動の機会と

 4 月 6 日（金）アグリパークゆめすぎとにプランターの

お互いを尊重し、笑顔で出席し満足で帰れる例会運営を

寄せ植えを発注し、植樹活動として町内小中学校へ

目指し取り組んでまいりますので、会員皆様のご理解と

寄贈致しました。

ご協力を宜しくお願い申し上げます。

出席報告

その他の協賛及び寄付金
夏祭り賛助金 5 万 ・流灯まつり 10 万
第 13 回市民講座協賛 5 万・春日部市野球大会 1 万 ・

真中会員
真中会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

43

10

33

0

17

62.79%
62.79%

すぎスポ 4 万 5 千円・いずみ地区花火大会 5 万

スマイル報告

障がい者週間記念式典 3 万・昌平高校全国大会寄付 3 万第

中野会長：
中野会長： 1 年間ありがとうございます。来週の親睦ゴルフ

真中会員
真中会員

15 回市民講座協賛 5 万 ・小中学校皆勤賞 53,136 円

と夜間例会で自分の年度も終わります。多くの皆さんのご

7 月～12 月 ペットボトル換金 3 万 3600 円を財団へ送金

参加をお願いします。

クラブ協議会員

仁部エレクト

今 年 度 の RI テ ー マ は 、 「 ROTARY: BE

THE

INSPIRATION（インスピレーションになろう）」です。
ロータリーの未来のビジョンについて語り、会員や地域の

折原幹事：
折原幹事： 中野会長、あと 2 回ですね。寂しくないですか？
下津谷会員
下津谷 会員：
会員 ： 中野会長・折原幹事そして各役員の皆さん
一年間大変ご苦労様でした。ありがとうございます。

加藤会員
加藤会員：
会員： あと 10 日で中野年度も終わりですね。日本サッ

人びとへのインスピレーションとなって、

カー並みに想定外の成果を上げました。ご苦労様でした。

次世代のために持続可能な活動を行

28 日は思いっきり飲みましょう！

うということです。バリー・ラシン RI 会

長岡会員
長岡会員：
会員： 会長幹事さん 1 年間ご苦労様でした。

長は、何か大きなことに挑戦しようとい

大作会員
大作会員：
会員： ようやく出席できました。台湾のお土産ありがと

うインスピレーションを、クラブやほか

うございます。

のロータリアンに与え、自分よりも長く、後世にも生き続け

武井会員
武井会員：
会員： 肩腱板断裂手術のため、永く休みました。

るものを生み出すために、行動を起こす意欲を引き出し

仁部会員
仁部会員：
会員： 皆さん今一度防災対策の点検を！

て欲しいといっています。そして、ロータリーの新しいビジ

古谷（豊）
古谷（豊）会員
（豊）会員：
会員： 久しぶりの出席で申し訳ありません。

ョン声明「私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そ

栗原会員
栗原会員：
会員： 久しぶりに古谷豊さんに会えてうれしはずかし

して自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、

です。武井さん元気になっておめでとうございます。

人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています」

古谷（松）会員
古谷（松）会員：
会員： 中野会長もう少しです。頑張ってください。

の意義を強調し、声明が目指すロータリーを実現するた

小柳会員：
小柳会員：宮田会員
宮田会員：
会員：折原（弥）会員：石塚会員：
折原（弥）会員：石塚会員：

めにリーダーシップを発揮するよう求めています。

渋谷会員：井上会員：馬場会員
渋谷会員：井上会員：馬場会員：真中会員
会員：真中会員

私は父から引き継いた「二世ロータリアン」です。政財界

本日のスマイル

などでは、その世襲に対する議論がよくなされているがロ
ータリーにおいては、次世代のために持続可能な活動を
行うためには必然的なことと考えます。ロータリアン各自
の職業を高潔なものと捉えその職業を継続発展させてい

スマイル本日投入額
スマイル累計額

２８，０００円
２８，０００円
９８１，
９４円
９８１
，０９４
円

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

第２４５３回例会 ２０１８年６月２８日
夜間例会 （高橋屋）１８：３０点鐘

6/28 親睦ゴルフ（東松苑ゴルフ倶楽部） 参加者 22 名

出席報告

真中会員
真中会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

43

33

11

0

9

97.67%
97.67%

スマイル報告

真中会員
真中会員

海老原 G 補佐・野口補佐幹事様：
補佐・野口補佐幹事様： 中野会長、折原幹事、

武井会員
武井 会員：
会員： お見舞いありがとうございました。手術の結果
良好に快方に向かっております。

細井会員
細井会員：
会員： 私の母のために皆さんにお世話になりました。
新井会員：井上会員：小川会員：落合（喜）会員

一年間お疲れ様でした。全ての事業が完遂しお祝い申し

折原会員：折原幹事：加藤会員：小林会員：小柳会員：

上げます。また、第 6 グループの運営にご協力頂きありが

茂田会員：渋谷会員：下津谷会員：高橋会員：田中会員：

とうございました。

戸賀崎会員：中野会長：廣井会員：古谷（松）会員

関口会員：
関口会員： 海老原ガバナー補佐、野口補佐幹事、ご苦労
様です。ニコニコ目標 130 万円はほど遠いけれど 100 万
円達成しそうです。

矢島会員：
矢島会員： 中野会長、折原幹事、お疲れ様でした。
長岡会員
長岡会員：
会員：中野会長、折原幹事、お疲れ様でした。
長岡会員：
長岡会員： 会長幹事さん 1 年間ご苦労様でした。

古谷（豊）会員：真中会員：宮田会員：渡辺（孝）会員
古谷（豊）会員：真中会員：宮田会員：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

８３，０００円
８３，０００円
１，０６４，０９４円
１，０６４，０９４
円
１，３００，０００円
１，３
００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

