
   
    

 

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 

Rotary Club of SUGITO 
杉戸ロータリークラブ週報杉戸ロータリークラブ週報杉戸ロータリークラブ週報杉戸ロータリークラブ週報    

2222018018018018～～～～2019201920192019 年度年度年度年度    RIRIRIRI のテーマのテーマのテーマのテーマ    
ROTARY： BE THE INSPIRATION  

 

会長会長会長会長    仁部仁部仁部仁部    前崇前崇前崇前崇        幹事幹事幹事幹事    田中田中田中田中    昌夫昌夫昌夫昌夫 
http://www.sugito.club 

杉戸町小杉戸町小杉戸町小杉戸町小・・・・中学校一斉あいさつ運動週間中学校一斉あいさつ運動週間中学校一斉あいさつ運動週間中学校一斉あいさつ運動週間 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２４６３第２４６３第２４６３第２４６３回例会回例会回例会回例会    ２０１８年９月６２０１８年９月６２０１８年９月６２０１８年９月６日日日日 

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                          中野副会長    

君が代・君が代・君が代・君が代・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             奉仕の理想    

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                                  関口会員 

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介 

春日部南 RC パスト会長 清水良順様 

エレクト 鈴木勝敏様 

2018-19 年度青少年交換留学生 ナスチャ 

ガバナーメッセージ上映ガバナーメッセージ上映ガバナーメッセージ上映ガバナーメッセージ上映                                                                                            

中川ガバナーメッセージ 9 月号の上映を致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

交換留学生交換留学生交換留学生交換留学生                                                                                                                ナスチャナスチャナスチャナスチャ    

8 月 18 日日本に来ました、ナスチ

ャです。ベルギーから来ました。 

今ホストファミリーの深瀬さんの家

にお世話になっています。日本に来

て毎日とても楽しく過ごしています。

日本語教室で、日本語の勉強を一

生懸命やっています。日本の食べ物も美味しいです。早く

学校に慣れて学校生活を楽しみたいと思っています。こ

れからお世話になりますので皆様どうぞよろしくお願い致

します。 

理事理事理事理事会報告会報告会報告会報告                         田中幹事田中幹事田中幹事田中幹事    

10 月例会予定 

4 日 結婚誕生祝・雑誌紹介・理事会 

11 日 学部卓話（学友会会長） 

18 日 通常例会（卓話） 

25 日 10/26（金）グループゴルフに振替え 

 会員は 7:30 現地集合 

9/69/69/69/6 新学期あいさつ運動参加（町内小学校）新学期あいさつ運動参加（町内小学校）新学期あいさつ運動参加（町内小学校）新学期あいさつ運動参加（町内小学校）    



� ロータリークラブ例会用駐車場について 

・杉戸郵便局から愛宕神社 T 字路に向かい、最初の

押しボタン信号交差点の脇の駐車場 

・平成 30 年 9 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日までの

例会日（14 日）を算出し 

 土地貸付料 19.230 円を杉戸町に 9 月中に振り込む 

※以降は更新する 

� 第 6 グループゴルフについて 

2018 年 10 月 26 日（金） フレンドシップ CC 

プレー料金 13,500 円（税込）キャディ・乗用カート付、

昼食別途、詳細は後日ご案内 

� その他 

・春日部商工会議所青年部 OB 会「関東ブロック大

会」協賛金のお願い 10000 円 9/20 

・本日、春日部南 清水良順パスト会長、鈴木勝敏エ

レクト 2 名メイキャップあり 

・ポリオ撲滅カウントダウンコンサートチケット購入に

ついて →※栗原地区補助金運営委員長（財団部

門）と要相談 

・ライラ研修生募集について 60,000 円（鹿児島県 

屋久島）4/13（土）～15（月） 2 名募集  

・3 クラブ合同例会（大宮東 RC・RAC・栄東 IAC）、及

び青少年交換学生ほかの派遣について 

  派遣の可否→ ※戸賀崎カウンセラーと要相談 

・2017-18 年度決算報告 ※別紙参照 

・2018-19 年度予算案 ※別紙参照 （仁部会長・矢

島会計承認済み） 

お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶                          清水良順様清水良順様清水良順様清水良順様 

 私は故石井会長の年度に

春日部南会長を務めました

清水です。2 年ぶりに杉戸ク

ラブにお邪魔させて頂きまし

た。第 2770 地区でライダーズ

クラブを作りました。10 月 21 日（日）第 1 回のイベントを庄

和総合公園で行われます。このクラブは、浅水 P ガバナ

ーの念願のライダーズクラブで、1グループ20台のバイク

が集まれば 12 グループで 240 台のバイクが一斉に集ま

ることになります。第 6グループでは昨年すでに出来上が

っており、2770 地区では 1 番最初のクラブで、初代会長

は私です。2770 地区ライダーズクラブの会長は浅水パス

トで顧問が田中徳兵衛パストです。そして田中パストのハ

ーレーのお店が春日部に出店するのでその宣伝もありま

す。車での参加も OK です。色々な楽しい企画をしていま

すので皆様のご参加宜しくお願い致します。 

お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶                                                                                        鈴木勝敏様鈴木勝敏様鈴木勝敏様鈴木勝敏様 

本日は例会の貴重な時間を頂きあり

がとうございます。このライダーズクラ

ブを是非発展させていきたいと思いま

すので皆様のご協力よろしくお願い致

します。オートバイの他にクラッシックカ

ーなども出ますので、車に興味がある方も楽しめると思

います。また、私事ですが、次年度は春日部南の会長を

仰せつかっております。次年度はまた皆様にお世話にな

りますがどうぞよろしくお願い致します。 

会員卓話会員卓話会員卓話会員卓話                                                                                                                    矢島会員矢島会員矢島会員矢島会員    

今週は、会長と中野直前会長に頼

まれまして、卓話をすることになりまし

たが、私は現場を離れて 4 年になりま

すので話題に苦慮しましたが少しお

話しさせて頂きます。 

私がロータリークラブに入りました

のが 1995 年 6 月で今年 24 年目になります。そのきっか

けとなった人が二人おりまして、1981 年 39 歳の時、4 月

に同業者の会を作るのに知り合った方です。16 号沿いの

地域で成っている同業者の会で「さいたま中央機工会」と

いうのがありました。川越のJCの理事長を務めた方が初

代会長になるのですが、確か 41 か 42 歳だったと思いま

す。当時、こんな立派な話が出来る同業者がいるのか、

と思うくらい聡明で素晴らしい人でした。彼はのちに川越

の商工会の会長にもなります。川越というのは、古い町

で商工会の会長になるには条件があります。まずは武士

の出でなければならない。そして一部上場の社長でなけ

ればならないということです。彼が上場企業の社長でない

初の会長だったそうです。そして、もう一人私より 5 つくら

い上の人でしたがやはり立派な人で、けっこうな遊び人で

したがその方がロータリアンでした。 

初代の会長の任期 4 年が終わると次に彼が会長にな

るはずでしたが、ロータリーの幹事になるので、4 年先延

ばしにしてほしいと言うんですね。「ロータリーの幹事にな

るのは大変なことなんだよ」と言っておりまして、その時初

めてロータリークラブを知ることになりました。その後は、

何かとロータリーの話を聞くことになるのですが、ある時、



杉戸にクラブがあるから入会の紹介をすると言われまし

た。これは困ったなと思いました。杉戸にロータリークラブ

があるのは知っていましたが、関口さんや舟越さんなど

諸先輩方が多くいるのでとてもその中に入っていく勇気

がありませんでした。小川元町長からは、ずい分と熱心

に誘われ迷ったのですがお断りしました。そんな時、関口

さんから、「杉戸にもう一つ新しいロータリークラブができ

るから、名前を入れといたから・・・」と突然言われ、嫌とは

言えませんので入会することになりました。 

入会しましたら、今度は幹事をやれと言われました。当

時私は先ほどの「さいたま中央機工会」4 代目会長を務

めておりましたが、設立から 10 年以上経ち組織もしっか

りしていたので、会長職をやりながらロータリーの幹事を

引き受けることに致しました。会長は関口さんの同級生

の永塚さんで杉戸中央 RC 初代会長です。 

1995 年というのは、1 月 17 日に阪神淡路大震災やオ

ウム真理教の地下鉄サリン事件、またバブル崩壊などの

影響で日本全体が不安な時期でした。私も幹事をやりな

がらロータリーの組織や理念を勉強している時でした、杉

戸クラブからメイキャップに来た中村さんに、出席率の低

さを見て叱咤されまして、すべて幹事の責任だと言われ

ました。会員のほとんどが、ロータリーを理解していない

状態なので、まだ委員会も機能していません。そんな時

に「出席まで幹事の責任なのか!?」と憤慨しましたが、結

果的にとてもいい勉強になりました。 

何も分からないまま手探り状態でクラブをまとめてきま

したが、認証伝達式を春日部イブニングと合同で行うこと

になり、先方と上手く伝達ができておらず危うく決裂しそう

になりました。そんな時私はクラブの会員を集めて出向い

たところ「矢島さんが会員連れて来なかったら単独でやる

つもりだったよ」と言われロータリーの意味やあり方を知

ったような気がしました。その後は、川越からも伝達式に

出席して頂きまして無事にスタートすることが出来たこと

を今でも最近のことのように思いだします。 

※※※※矢島会員にはご自身の職業について矢島会員にはご自身の職業について矢島会員にはご自身の職業について矢島会員にはご自身の職業についてお話し頂きましお話し頂きましお話し頂きましお話し頂きましたたたた    

出席報告出席報告出席報告出席報告                       折原（正）折原（正）折原（正）折原（正）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    

44442222    11119999    22223333    0000    11115555    80.9580.9580.9580.95%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                           折原（正）折原（正）折原（正）折原（正）会員会員会員会員    

中野副中野副中野副中野副会長会長会長会長：：：：    お客様ようこそ、起きたら北海道が凄いこと

に成っていてびっくりしました。此の辺もヤバそうですね。 

田中幹事田中幹事田中幹事田中幹事：：：：    お客様ようこそ、矢島会員卓話ありがとうござ

います。 

廣井廣井廣井廣井会員会員会員会員：：：：    清水パスト会長、鈴木次年度会長、杉戸クラブ

へようこそ。ナスチャちゃん 1 年間楽しんで下さい。 

関口関口関口関口会員会員会員会員：：：：    春日部南 RC パスト会長、エレクトようこそ。交

換学生ナスチャさん 1 年間よろしく。 

矢島矢島矢島矢島会員会員会員会員：：：：    お客様ようこそ、ナスチャ学校どうですか。 

落合（喜）落合（喜）落合（喜）落合（喜）会員会員会員会員：：：：    台風が関西方面にボウダイな被害を与え

空港も大変だ。そして北海道では大地震でこれまた大被

害だ。次々と日本はどうなっているのかな～。 

折原（正）会員折原（正）会員折原（正）会員折原（正）会員：：：：    清水様、鈴木様ようこそ。ナスチャ日本は

どうですか？    

武井武井武井武井会員会員会員会員：：：：    台風・地震と大変な被害で心配です。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    昨日、細井自動車に修理に出したので帰り

は久しぶりに 6 ㎞を歩いて自宅に帰りました。1 時間半、

夕食時の酒がことのほか旨く、歩くのはいいですね。 

新井新井新井新井会員会員会員会員：：：：    お客さんようこそ。本日早退致します。 

真中真中真中真中会員会員会員会員：：：：    帯状疱疹は痛いですね。明日は山梨でゴルフ

コンペですが、クラブが振れるかどうか心配です。 

深瀬深瀬深瀬深瀬会員会員会員会員：：：：    台風、地震、日本大丈夫ですか、心配です。 

舟越舟越舟越舟越会員会員会員会員：：：：    お客様ようこそ、北海道震度 6 強大変です

ね・・・。 

渋谷渋谷渋谷渋谷会員会員会員会員：：：：    春日部南 RC の皆さんようこそ。早く秋らしい気

候になってほしいと願う、今日この頃です。 

細井細井細井細井会員会員会員会員：：：：    春日部南ロータリークラブの清水様、鈴木様よ

うこそ。 

馬場会員：馬場会員：馬場会員：馬場会員：折原（弥）会員折原（弥）会員折原（弥）会員折原（弥）会員    

本日のスマイ本日のスマイ本日のスマイ本日のスマイルルルル        

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 ３５３５３５３５，０，０，０，０００円００円００円００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 ２９３２９３２９３２９３，０００，０００，０００，０００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    １，５１，５１，５１，５００，０００円００，０００円００，０００円００，０００円    

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20１7・7．１～2018．6．30 杉戸ロータリークラブ　平成30年6月30日

本年度予算
2018.6.30

実績
摘　　要

0 0

12,471,620 11,911,620 96% 年会費,自動決済3名端数あり

60,000 30,000 50% \30000X1名（山崎正行）

0 37,500 % \1500X11名

0 0 % スマイルより入金

地区補助金・助成金 0 % ※地区補助金は各事業に充て消却済み（杉戸町音楽祭）

0 0 %

0 22 % 決算銀行利息金

12,531,620 11,979,142 96%

本年度予算
2017.6.30

実績
消化率 摘　　要

クラブ奉仕 550,000 642,856 117% 公式訪問\305,162、中元￥98,000、卓話御礼、新年度準備、他

プログラム・R情報 0 0 %

会報・雑誌 420,000 351,239 84% ロータリーの友\98,496、週報作成、HP管理費、トナー交換、他

会員増強・退会防止 0 0 %

親睦 1,200,000 1,162,046 97% 結婚誕生祝\275,401、クリスマス会、親睦旅行、親睦ゴルフ登録料、他

出席 1,000,000 871,000 87% 地区大会\470,000、IM\265,000、地区協議会\42,000、他

小計 3,170,000 3,027,141 95%

職業奉仕 20,000 0 %

社会奉仕 400,000 503,396 126% 夏祭り5万、流灯祭10万、市民講座10万、小中皆勤盾\53,136、他

国際奉仕 5,000 433,457 8669% 台湾姉妹クラブ締結、飲食費、旅行補助、記念品、他

青少年奉仕 200,000 35,000 18% RYLA費用\35,000

特別事業費 600,000 453,331 76% 杉戸町音楽祭\273,331、プランター寄贈\180,000

小計 1,225,000 1,425,184 116%

ロータリー財団 902,000 981,363 109% 100ﾄﾞﾙx会員数 ※円安のためレート負担あり

米山記念奨学会 1,000,000 958,000 96% 10000円x会員数 米山行事参加費\40,000、他

小計 1,902,000 1,939,363 102%

地区分担金 1,260,000 1,252,500 99% 地区分担金

ＲＩ人頭分担金 290,000 303,603 105% RI人頭分担金

米山普通寄付 225,000 225,000 100% 上半期米山普通寄付金

特別分担金 45,000 45,000 100% 特別分担金

小計 1,820,000 1,826,103 100%

例会費 1,600,000 1,498,119 94% 例会食事、移動例会費用、例会用品(お茶、コーヒー等) 、他

会長幹事会費 200,000 276,000 138% 会長・幹事会、エレクト会、ガバナー補佐出席

小計 1,800,000 1,774,119 99%

事務用品費 50,000 40,967 82% コピー用紙、プリンターインク、領収書、祝儀袋、乾電池、他

印刷費 55,000 53,720 98% 年度計画書作成費\50000、材料費、他

通信費 220,000 207,943 95% 電話代・FAX、切手代、宅配便、インターネット、他

人件費 960,000 960,000 100% 穂刈：80000X12ヶ月

慶弔費 100,000 138,620 139% 結婚祝、香典、花輪、他

支払手数料 20,000 13,932 70% 振込手数料

事務所費 150,000 135,816 91% リース料金（コピー機、プリンター）、トナー交換、他

予備費 1,059,620 0 %

小計 2,614,620 1,550,998 59%

12,531,620 11,542,908 92%

0 436,234

収入 11,979,142円 - 支出 11,542908円 ＝436,234円

上記の通り報告します。　平成30年6月30日　     杉戸ロータリークラブ  会長 中野 恒明　  会計 折原 弥五郎

杉戸RC2017-18年度決算報告

収入の部

科　目

前年度繰越金

会費

入会金

ビジター登録料

特別事業準備金

雑収入

事
務
局
費

合　　計

スマイル借入

　　　　　合　　計

　　　　　収支合計

支出の部

科　目

ク
ラ
ブ
奉
仕

委
員
会
奉
仕

財
団

会
議
費

分
担
金
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