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第２４５６回例会
第２４５６回例会 ２０１８年７月１９日
２０１８年７月１９日
歓迎!!中川ガバナー 公式訪問（和泉屋）

そして、我々のクラブは 2 年後も 50 周年という大きな節
目を迎えます。私は 50 周年に向けてのセットアッパーとし
てより良い状態で次年度に引継ぎをしたいと思いますが、
ここ数年でロータリーを含め我々を取り巻く環境も急激に
変わっています。50 周年をどのように迎えるのかちょっと
立ち止まり指針を策定すべきかもしれません。
先週も会長の時間で、野球に打ち込んだ高校生時代
の話をしましたが、3 年の夏に惜しくも準決勝で負けた上
尾高校との試合が先日行われ、今年も母校が 2 回戦で
負けてしまいました。当時は甲子園を目指していた自分
たち母校の事を思うと少し歯がゆい思いです。

点鐘
君が代・ロータリーソング
四つのテストの唱和
お客様紹介

仁 部会長

杉戸ではユニホームの袖に『杉戸』の文字を入れた昌

奉仕の理想

平高校が順調に勝ち上がっています。いい結果を期待す

馬場会員

ると同時に寄付の方もよろしくお願い致します。
また、交換留学派遣生の深瀬心羽さんが、本日お見え

国際ロータリー第 2770 地区ガバナー 中川 高志様

になっています。8 月 18 日に出発と聞いておりますが、高

第 6 グループガバナー補佐 廣井 慎一様

校球児に負けないようベルギーで頑張って来てください。

地区副幹事 栗岡 宏治様

会長挨拶

仁部会長
仁部 会長

中川ガバナー、本日はお越しいただ
きまして有難うございます。先程のガ

幹事報告


田中幹事

「西日本豪雨災害義捐金」のお願いが届いておりま
す。地区でまとめた後、ガバナー会を通し被災地区
へ送金いたします。8 月 9 日締切りです。

バナー面談では、ご指導をいただきあ

新入会員入会式

りがとうございました。本日は土用の

中川定雄会員、古川好宏会員、おめでとうございます

丑の日の前日ということもあり食事を
「うな重」にしてみました。ご堪能頂け
ましたでしょうか。また今年は災害レベルと言われる猛暑
です。皆様お体に充分気をつけてください。
今年、夏の高校野球は 100 回を迎えますが、毎年当た
り前のように開かれてきたわけではありません。過去に
は戦争による中断もありました。今では夏の風物詩でも
ある高校野球、しかし高校野球の歴史は平和の歴史でも
ありますね。私たちは、その幸せを改めてかみしめなけ
ればなりません。
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

卓話

第 2770 地区ガバナー 中川 高志様

大宮シティクリニックはこのソニックシティビル 30 階にあり

次年度 RI テーマおよび地区運営方

ます。スライドは当院の受付フロアーです。30 階全フロア

針についてお話しします。はじめに簡

ーと 29 階の一部の合わせて 20000 ㎡の広さがあります。

単に自己紹介をさせていただき、次
にガバナーエレクトの責務に従い、ガ
バナー年度に向けて進めてきた準備
についてお話しさせていただきます。
地区の運営については皆さんもよく理解していないこと
もあると思います。地区をよく理解していただくためにこの
ような手順でお話をさせていただきます。

次にロータリー歴ですが、入会は 2002 年 8 月です。
関口年度でガバナー公式訪問の時入会させていただき
ました。関口ガバナーからロータリーバッジをつけていた
だきました。とても緊張しました。ガバナーがとても偉い人
に見えました。
田中年度会長の時、13 名の増強をしました。さらに退
会者は 0 で会長賞をいただきました。
浅水年度、第 3 グループガバナー補佐の時、純増 18
名で地区内 1 位でした。共通して言えることは楽しくクラブ
運営をすることではないでしょうか。
井原年度のロータリー財団部門委員長の時、中川年
度地区幹事の飯野会員が VTT 委員長でした。
セブで、超音波装置での乳腺、腹部、心臓のスクリーニン
グ検査法を指導してきました。まさに VTT らしい VTT で地
元では大変感謝されました。

国際協議会の様子を詳しく写真で説明をして頂きました

第 3 日目文化交流会
日本のパートナーは着物を着ておもてなし。折ずるや、日
本のおもちゃをプレゼント。打掛を着て記念撮影。一番人
気のあるブースでした。日本の着物は優雅です。

4 日目のカジュアルパーティ。ラシン会長の出身バハマに
ちなみ CARIBBEANN NIGHT で GO。

出席報告

折原(
折原(正)会員

武井会員：
武井会員： ガバナー公式訪問よろしくご指導ください。

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

野口会員：
野口会員： 暑いです。お身体大事にしてください。

42

32

10

0

8

95.23
95.23%

折原（正）会員：
折原（正）会員： 中川ガバナーありがとうございました。

スマイル報告

折原（正）会員
折原（正）会員

仁部会長：
仁部会長： 中川ガバナーようこそ杉戸へ 1 年間ご指導いた
だいたことを胸に終わった時は盛大にお願いします。

古谷（豊）会員：
古谷（豊）会員： 中川ガバナー杉戸へようこそ。
渡辺（良）会員：
渡辺（良）会員： ガバナー暑いところご苦労様です。体調に
気を付けて下さい。

田中会員
田中会員：
会員： 中川ガバナー本日は宜しくお願い致します。

古谷（松）会員：
古谷（松）会員： 中川ガバナー宜しくお願いします。

廣井 G 補佐：
補佐： 中川ガバナー杉戸クラブへようこそお越しく

新井会員：
新井会員： ガバナー本日ご指導よろしくお願いします。

ださいました。公式訪問宜しくお願い致します。

五十嵐会員
五十嵐会員：
会員： ようこそ中川ガバナー宜しくお願いします。

関口会員
関口会員：
会員： 中川 G ようこそ 1 年間健康に注意してください。

矢島会員
矢島会員：
会員： 中川ガバナー宜しくお願いします。

長岡会員
長岡会員：
会員： 中川ガバナー本日はありがとうございます。宜

のご参加有難うございました。仁部会長、田中幹事、1 年間

しくお願い致します。

宜しくお願いします。

中野会員
中野会員：
会員： 中川ガバナーようこそ宜しくお願いします。

栗原会員：渡辺孝会員：古川会員：戸賀崎会員：

深瀬会員：
深瀬会員： 中川ガバナー暑いところご苦労さまです。

馬場会員
馬場会員：
会員：宮田会員：渡辺（嘉）会員
宮田会員：渡辺（嘉）会員：折原
会員：折原（弥）
：折原（弥）会員：
（弥）会員：

井上会員：
井上会員： 中川ガバナー宜しくお願い致します。

下津谷会員
下津谷会員

加藤会員：
加藤会員： 中川ガバナーいらっしゃいませ。

本日のスマイル

細井会員：
細井会員： 中川 G 公式訪問ご苦労様です。
渋谷会員：
渋谷会員： 中川 G 本日はありがとうございました。
真中会員：
真中会員 ： 猛暑の中ガバナーようこそおいで下さいまし
た。

クラブ協議会 ・懇親会

スマイル本日投入額
スマイル累計額

５５，０
５５，０００円
，０００円
１４２，０００
，０００円
１４２
，０００
円

スマイル目標額
１，５００，０００円
１，５００，０００円
✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

