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第２４６０回例会
第２４６０回例会 ２０１８年８月１６日
２０１８年８月１６日 休会
第２４６１回例会 ２０１８年８月２３日
点鐘
ロータリーソング
四つのテストの唱和

仁部会長
我等の生業
渡辺（孝）会員

お客様紹介

高校野球で、金足農業高校が活躍したせいか、農業
高校が注目されているようで、『首都圏ニュース 845』で、
我が町の杉戸農業高校がオリンピックの選手への食事
に埼玉県産を提供しようと、食材提供の基準とされている
「GAP」という認証制度を学ぶ研修会が開かれたと放送さ
れていました。

会員増強維持部門委員長 梶間 順子様
春日部ロータリークラブ会長 小林 久純様

ロータリー財団寄付者表彰

直前会長の中野副会長から、常々毎週の会長の時間
大変だとうことを聞かされていましたが、いよいよネタが
尽きて来ましたので、本日はプリントを用意して来ました。
「ことわざ・慣用句の言い間違い・書き・読み間違い」
ことわざ・慣用句の言い間違い・書き・読み間違い」
PHF②
PHF② 田中会員
田中会員 PHF 真中会員
真中会員、馬場
会員、馬場会員
、馬場会員、廣井
会員、廣井会員
、廣井会員

会長の時間
会長の時間

仁部会長

早いもので、私が会長に就任してか
ら 2 ヶ月が経とうとしています。お蔭様
で忙しいお盆も終わり、楽しみの高校
野球も終わり、残念ながらこれといっ
た成果もないまま本日を迎えプレッシ
ャーを感じております。
8 月 17 日代 6 グル―プの会長幹事会が行われ 9 月か
ら 10 月にかけてのセミナー及び行事の出席要請や促進
（RLI、1000 日のつどい職業奉仕セミナー、地区ライダー
ズクラブ、第 6 グループゴルフ）連絡事項などがありまし
た。第 6 グループゴルフでは、折原実行委員長を中心に
8/31 各クラブからの委員が招集され、実行委員会が行
われます。10 月 26 日（金）フレンドシップ CC で開催され
る第 6 グループゴルフでは、ホストクラブとして皆様のご
協力を宜しくお願い致します。

1.立つ鳥、跡を濁さず→×飛ぶ鳥
2.出る杭は打たれる→×出る釘
3.風前の灯→×空前
4.ヤケボックリに火がつく→×ヤケボックリ
5.果報は寝て待て→×佳宝
6.据え膳食わねば男の恥→×末膳
7.袖すり合うも多生の縁→×他生の
8.故きを温ねて新しきを知る→×訪ねて
9.才色兼備→×建美
10.青天の霹靂→×晴天
「語源の勘違い」
1.一生懸命
一生懸命→「一生懸命」は「一所懸命」が転じて生まれ
一生懸命
た言葉で、「一所懸命」はもともと「武士が一か所の領地
（自分の領地）を命がけで守るさま」という意味で使われ
ていた言葉です。
2..大盤振舞→もとは「椀飯振舞おうばんぶるまい」と書き、
大盤振舞
「椀飯」は椀わんに盛った飯をすすめる意。「大盤」はこの
「椀飯」の字から転じて、慣用化したものとされる。

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

3.がたぴし
がたぴし→自分と他者とを区別するという意味の「我他
がたぴし

お客様挨拶

春日部 RC 小林 久純様

彼此（がたひし）」から来ている。「我」と「他」、「彼」と「此」

今年度、他クラブから春日部 RC に

を区別する考えは対立抗争を生む、自他の関係がぎくし

移籍しました小林久純と申します。地

ゃくする様子を「がたひし」「ガタピシ」というようになった。

区では梶間部門委員長に大変お世

4..初夜→現在の午後
8 時～9 時ごろ。その時刻に行う勤
初夜

話になりましたので、本日は応援に

行 (ごんぎょう) をさす。または夕刻から夜半までをいう語。

来させて頂きました。本日は宜しくお

古くは、前日の夜半からその日の朝まで。

願い致します。

5.雪辱
雪辱→「辱」は「辱められる（はずかしめられる）」を意味
雪辱

卓話

し、「雪」は「雪ぐ（そそぐ）」「すすぐ」「洗い清める」を意味

会員増強維持部門委員長 梶間 順子様

本日は地区のクラブの現状をお

する。 そこから、恥をそそぐことを意味する

話しさせて頂きます。地区の目標は

6.絶倫
絶倫→絶倫の「倫」は「仲間」を表し、仲間から飛び抜け
絶倫

2770 名となっております。これは、

て優れているという意味で「絶倫」という語が生まれた。

中川ガバナーが決めた目標でござ

「精力」を冠して使うことが多かったことから、「絶倫」が精

います。今年度どれくらい入れれば

力的な意味を含んだ言葉として扱われるようになった。

この目標に達するのか・・・地区で

幹事報告

300～400 名増強しなければなりま







田中幹事
田中幹事

青少年奉仕部門より、平成 30 年 9

せん。必ず 6 月に退会者が出てしまうからです。2536 名

月 9 日（日）大宮パレスホテル 2F エ

でスタートした昨年度、6 月末では 2552 名になりました。

ントランス集合の「アクトの日清掃

プラス 16 名です。しかし、6 月の退会者は 119 名でした。

活動及びブレッグファースト交流

せっかく会員増強をしても 6 月にこれだけ退会しまうのは

会」の案内が届いております。

大変もったいないことです。また昨年度は女性の退会者

青少年奉仕部門より、平成 30 年 9 月 2 日（日）14:00

が多かったようです。

～パイオランドホテルで開催される「2018～2019 年

杉戸 RC さんは会員数 42 名と伺っていますが、これく

度第 1 回来日学生オリエンテーション」の案内が届

らいの数字が一番理想的だと思います。50 名以上のクラ

いております。

ブになると派閥が出来るケースが多くなります。

職業奉仕部門より、平成 30 年 10 月 4 日（木）17:00

現在地区では 74 クラブですが、この 42 名というクラブ

パレスホテル大宮で開催される「職業奉仕セミナー」

は会員数ランキングで何位くらいだと思いますか？実は

の案内が届いております。

上位グループで 21 位です。ただし、このあたりの数字は
集中しており、ライバルクラブでは、さいたま中央 45 名、
越谷東 45 名、大宮南が 42 名、草加松原 41 名、新都心
が 40 名です。
PETS で今年度の目標増強数を挙げて頂きましたが、
杉戸クラブは 5 名となっております。今年度の傾向では、
皆さん目標値が大きいです。少し前までは、皆さん遠慮
がちな数字でしたが、10 名、15 名、20 名というクラブもあ
り素晴らしいことです。
しかし、女性会員の定着が少ないことが気になります。
また、女性会員を敬遠しているクラブがあることも事実で
す。当地区では、女性会員が一人もいないクラブが 9 クラ
ブあります。大宮クラブや浦和クラブでは女性は基本 NG
ですが、支店長、支社長が女性になった場合は仕方ない
という扱いで残念なことです。

では、どのように女性会員を入れたらよいのか？昔は

出席報告

折原（正）会員
折原（正）会員

JC からそのまま引っ張ってくるケースが多かったのです

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

が難しくなりました。最近では商工会議所青年部が 46 歳

42

21

21

0

11

76.19%
76.19%

卒業ということで、それを待って数年まえから約束を取り

スマイル報告

つけて数人まとめて入会する、というケースがあります。

梶間順子様：
梶間順子様： 皆様にお会い出来て大変嬉しく思っておりま

他は倫理法人会からで、こちらは入りやすいということも

折原（正）会員
折原（正）会員

す。本日は宜しくお願い致します！

あり幅広く会員を募っています。そして皆様は BNI（ビジネ

仁部会長
仁部会長：
会長： 梶間委員長、春日部 RC 小林様訪問ありがとう

ス交流会）をご存じでしょうか？私も囲まれて強く勧誘さ

ございました。金足農のように杉戸農業も活躍を期待しま

れましたが、確実に一業種一人、「ロータリーよりロータリ

す。昨日 NHK の夕方のニュースに杉農出ていました。

ーらしいよ」と言われました。こちらは例会で毎回スピー

田中幹事：
田中幹事： お客様ようこそ。梶間部門委員長卓話ありがと

チをさせられ、今週は、自分はどんな仕事をして誰に仕

うございます。

事を紹介をしただのを報告する仕事中心の会です。そし

戸賀崎会員：
戸賀崎会員： 無事に深瀬心羽さんがベルギーへ出発しま

て、例会を欠席する時は家族や社員などの代理を立てな

した。同日、ベルギーからナスティアさんが来日しました。

ければなりません。さらに 3 回欠席すると退会です。しか

ニコニコと笑顔のかわいいお嬢さんです。梶間部門委員

も退会するときは、同業種の人を一人紹介しなければな

長様、小林様、暑い中ありがとうございました。

りません。大変シビアな団体です。
それから、最近の傾向では学校の OB 会からロータリ
ーへ入れるという手もあります。中学・高校の OB 会だと
幅広い年齢層がいます。その中から 30 代、40 代、50 代と
まとめて 3～4 人ずつ引っ張ってきます。皆さん同じ学校
で親近感もありますから入会をさせやすいのですね。
やはり、ロータリーとは何をやっているか分からないと
いう人が多いのが現状です。そんな中、人ひとり入会させ

加藤会員
加藤会員：
会員： 苦あれば楽あり。夏の初めに 40 度超えを体験
した体には 33 度は屁のカッパですね。暑気払いに明日の
夕方は凸版ビール祭りでお待ちしております。

関口会員
関口会員：
会員： 梶間様お暑いところありがとうございます。増強
の極意はなんでしょうか？

武井会員
武井会員：
会員： 梶間部門委員長、卓話ありがとうございます。
折原（正）会員
折原（正） 会員：
会員：渋谷会員：廣井会員： 小林様ようこそ。梶
間様卓話ありがとうございました。

ることは大変なことです。そこで、中川ガバナーより今年

古川会員
古川 会員：
会員 ： 会員の皆様、まだまだ暑い日が続きますがお

度会員増強維持部門に、新入会員へ名前入りのバッジと

身体をご自愛してください。アグリ売り上げが下降線をた

紹介者へのバッジ、賞状を用意して頂きました。会員増

どっています。ぜひともお助けをお願いします。

強に貢献して頂いた会員の労をねぎらうわけではありま

下津谷会員：
下津谷会員 ： 今朝、妻が言っていました。昨年のクリスマ

せんが紹介者にも贈呈をするというのが、中川ガバナー

ス会はとても楽しかったね。今年はどんなパーティになる

のお考えです。

の？家族を楽しませるのは大変ですね。

PETS の時に皆さんに今年度の増強目標を伺ったとこ
ろ杉戸 RC は「増強 5 名」ということでした。そして、その取

栗原会員：
栗原会員： 梶間さん今日はありがとうございます。高校野
球を見ながら毎日泣いていました。もう年ですかね。

り組み方法については、「努力と気合で目標達成!!」とご

深瀬会員：
深瀬会員： 梶間様卓話ありがとうございます。

回答頂きました（笑）

矢島会員：
矢島会員： お客様ようこそ卓話ありがとうございます。

同じくガバナー補佐の廣井さんに質問をしたところ大変

渡辺（孝）様： お客様ようこそ。本日早退致します。

画期的な提案がありました。「新入会員には、集いやセミ

小林久純様：中野
小林久純様：中野会員
中野会員：
会員：渡辺（良）会員：舟越会員：

ナーなどの他に、地区からの定期的なメール配信で直接

折原（弥）会員：宮田会員：真中会員：
折原（弥）会員：宮田会員：真中会員：お客様ようこそ。

問がけを行ってほしい。クラブを通して多くの仲間が増え

本日のスマイル

たと感じてほしい。」とありました。個別にアプローチをす
ることも今後、地区では考えていかなければならないと考
えております。
※他にも会員増強の現状とコツをお話し頂きました。
※他にも会員増強の現状とコツをお話し頂きました。

スマイル本日投入額
スマイル累計額

３７，０
３７，０００円
，０００円
２３３，０００
，０００円
２３３
，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✽✽✽

第２４６２回例会 ２０１８年８月３０日
夜間例会（大吉）１８：３０点鐘
田中幹事
幹事報告
 青少年奉仕部門より、平成 30 年 9 月 9 日（日）大宮
パレスホテル 2F エントランス集合の「アクトの日清掃
活動及びブレッグファースト交流会」の案内が再度
届いております。



大宮東 RC より、平成 30 年 9 月 29 日（土）13:40～栄
東高等学校にて開催される、大宮東 RC・大宮東
RAC・栄東 IAC・3 クラブ合同例会の案内と、第二部
で開かれる意見交換会への青少年交換学生ほかの
派遣についてのお願いが届いております。



9 月 6 日（木）「新学期あいさつ運動」が行われます。
この週は PTA・杉戸町・教育委員会などが参加する
一斉運動ですが、参加者が少ないのでご協力よろし
くお願い致します。

出席報告

折原（正）会員
折原（正）会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

42

19

23

0

15

80.95%
80.95%

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
２５８，０００
２５８，０００円
，０００円
１，５００，０００円
１，５００，０００円
✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

