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第２４５７回例会
第２４５７回例会 ２０１８年７月２６日
２０１８年７月２６日
点鐘
ロータリーソング
四つのテストの唱和
お客様紹介

矢島 P 会長
それでこそロータリー
折原(弥)会員

夜にはガバナーナイトに出席致しました。日本から 200 名
ほどの参加者がいました。6 日目は、午前中「友愛の家」
へ行きました。そこではクラブや地区の奉仕プロジェクト
を紹介や、グッズをお土産として買うことができます。午
後は国際大会会場で登録の手続きをしました。

春日部南ロータリークラブ会長 臼井 俊英様
幹事 三藤 俊也様

幹事挨拶
幹事挨拶

田中幹事

本日は、仁部会長が欠席のため
過日の「トロント世界大会ツアー」の
旅行報告をさせて頂きます。私達
のツアーは 6 月 19 日（火）成田より
エアカナダで 9 時間 40 分かけてカ

7 日目はトロント空港からバンクーバーへ 5 時間くらいか

ルガリー空港に到着致しました。そ

けて向いバンクーバーから 1 泊して 9 時間 50 分かけて成

の日は専用車に乗りバンフ半日観

田に戻って来ました。

光をしてリムロックリゾートに宿泊致しました。翌日は専用

国際大会では、分科会が行われ「リーダーの育成」「若

車で世界遺産カナディアン

いリーダーの参加促進」「ロータリーの広報・公共イメージ

ロッキー、コロンビア大氷

向上」「奉仕とプロジェクト」「会員基盤の強化」のテーマで

原雪上車での観光、レイク

講演等が行われ先着順となります。分科会の多くは英語

ルイーズ、ボウレイク、ペイ

ですが日本語の同時通訳もあるようです。

トレイクを見てまわりました。

今回の国際大会は、ホテルも空港の近くであったりゆっ

3 日目は、ヨーホー国立公園観光で、バンフゴンドラ、ナ

たりとしたスケジュールで大変充実した旅行であったこと

チュラルロックブリッジ、エメラルドレイク、モレーンレイク

をご報告致します。

などを観光後、カルガリー空港内のマリオッ・トエアポート

幹事報告

ホテルに移動致しました。4 日目は、徒歩で空港へ行きエ



田中幹事
田中幹事

会員増強部門より、平成 30 年 9 月 22 日（土）17:30

アカナダでいよいよトロントへ出発。約 4 時間のフライトで

パレスホテル大宮にて開催される「第 1 回 1000 日会

到着し 2 時間かけて市内の

員の集いのご案内」の案内が届いております。


シェラトンホテルに移動。こ

ロータリーRLI の案内が届いております。

こでは日本食を頂きました。
5 日目は、ナイアガラ観光

管理運営部門より、平成 30 年 9 月 7 日（金）9:00～



平成 30 年 12 月 9 日（日）春日部高校音楽ホールで

でカッパを来てナイアガラ

開催されるチャリティコンサートの案内が届いており

クルーズをしました。

ます。詳細は事務局まで。

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

お客様挨拶
お客様挨拶

春日部南 RC 会長 臼井 俊英様

今年度、春日部南 RC 会長に就任い

協議事項
トイレを借りに来る人たちへの対応→流灯工房の新

たしました臼井と申します。杉戸 RC は、

設トイレを案内する

関口パストガバナー、そして JC で大変

会場前で飲食を始める人たちへの対応→なるべく椅

お世話になった栗原会員、折原会員も

子を外に出さず、座れないようにする

おり本日は大変緊張をしております。

9:00 花火終了後、ゴミ清掃車がゴミを収集するので

8 月に流灯まつり例会があると伺いま

急いでゴミ出し→花火の前に片づけを始める

したが、古利根川流灯まつりはかつての灯篭流しのなご

今年度の飲食物余り状況を見て、次年度の参考に

りであるそうです。

します→確認する前に持ち帰らない

昨日は月末の夜間例会でしたが、3 名の入会者を迎え
ることができました。これでようやく 27 名から 30 名の会員
に戻りもう少し会員増強をしていきたいと思っております。
会長になり様々なセミナーに出席することとなりましたが、
ロータリーの理念は大変すばらしいと改めて思います。こ

次の日新井工業の社員に迷惑をかけないよう掃除
する→皆で協力

出席報告

石塚会員
石塚会員
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れからも勉強していきたいと思っておりますので、今後と

スマイル報告

もよろしくお願い致します。

矢島 P 会長：
会長： 暑さも一休みですが、台風の接近充分注意

お客様挨拶

春日部南 RC 幹事 三藤 俊也様

春日部南 RC 幹事の三藤と申します。
私は会員歴が浅いのですが、今年度

折原（正）会員
折原（正）会員

しましょう。

田中幹事：
田中幹事： 公式訪問ではお世話になりました。本日もよろ
しくお願い致します。

幹事を引き受けながらロータリーを学

関口会員
関口会員：
会員： 少しお酒を飲みました。すぐ酔いました。

んで行きたいと思っております。

加藤会員
加藤 会員：
会員 ： 暑さで有名な岐阜県の多治見市に住んだこと

私は副業でバンド「Love it」を結成し
ており、流灯まつりでご縁があり 3 年
前からバンド演奏をさせて頂いております。古利根川の
流灯は素晴らしく毎年楽しみにしております。今後ともど

があります。高校生だったので暑さなんて感じませんでし
た。気温も年齢もあの頃に戻してほしい。

下津谷会員
下津谷会員：
会員： 台風の報道でキャンセル多数発生。自然災
害における旅行業の脆弱性を改めて感じます。

うぞよろしくお願い致します。

深瀬会員
深瀬会員：
会員： あついですね。熱射病に気を付けましょう。

8/5 親睦流灯まつり例会について
親睦流灯まつり例会について

武井会員
武井会員：
会員： 春日部南臼井会長、三藤幹事様ようこそ。

募金用立看板作製→済 武井鶏園に焼き鳥を注文→済
飲食物・備品の買い出し→済
前日 クーラーBOX・氷の用意→細井
細井自動車に集合設営機材を運ぶ 4:00→折原、中野
渋谷、石塚
武井鶏園に取りに行く焼き鳥を取りに行く→武井
新井工業で設営を開始 4:30→会員全員
バーベキューの準備 募金管理→舟越
後片付けの開始 8:20～8:45
花火終了と共にゴミだし 9:00
会場の清掃 （床・椅子・テーブル・トイレ）
※翌朝ご迷惑にならない様、なるべく前と同じ状態に戻す

余った飲食物を分配する 戸締り解散 9:30

折原（正）会員
折原（正）会員：
会員： 今日は少し涼しいので、すごしやすいです。
お客様ようこそ。

栗原会員
栗原会員：
会員： 昨日唐流灯の準備をしています。28 日は財団
セミナーで話をして、30 日、31 日に富士山に行って来ます。
8/1 から灯ろうを並べます。仕事やっていません。宜しくお
願いします。

細井会員
細井会員：
会員： お客様ようこそ。
折原（弥）会員：舟越
折原（弥）会員：舟越会員
（弥）会員：舟越会員：真中会員
会員：真中会員

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

２５，０
２５，０００円
，０００円
１６７，０００
１６７，０００円
，０００円
１，５００，０００円
１，５
００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

