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第２４９９回例会
第２４９９回例会 ２０１９年５月
２０１９年５月１６日
１６日
点鐘
四つのテスト唱和
お客様紹介

中野副会長
大作会長
春日部西 RC 会長
中村 晴彦様
幹事

大熊 通男様

次年度幹事 田中 潤一様
大東 悦巳様
金子 英明様

お客様挨拶

春日部西 RC 会長中村 晴彦様
晴彦様

本日は例会の貴重なお時間を頂き
ありがとうございます。当クラブは杉戸
RC と同じ木曜の昼間なので MU が難し
いのですが、本日は親睦旅行の振り
替日でようやく来ることが出来ました。
そして、次年度の紹介をさせて頂き
ます。次年度会長大熊会員、次年度幹事田中会員です。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

ガバナー月信 5 月号

アンニーナさん

米山奨学記念寄付者表彰

米山功労者メジャードナー（第 37 回）

ライラ研修報告

米山功労者マルチプル（第 9 回）

幹事報告


田中幹事

杉戸町観光協会より、2019 年 5 月
22 日（水）杉戸町商工会館にて開
催される「第 1 回古利根川流灯ま
つり実行委員会開催」の案内が届
いております。



地区補助金運営委員会より、先般開催された「地区
補助金大口枠選考会」の結果報告が届いておりま
す。今回の選考されたクラブは、浦和中 RC・大宮中
央 RC・さいたま大空 RC・岩槻東 RC・大宮北東 RC
上尾 RC・蓮田 RC・越谷東 RC・草加松原 RC の 9 ク
ラブになりました。今回は、その事業が持続可能な
PJ であり測定可能であるかを評価したそうです。

ライラ委員 折原（正）会員

先般開催された、屋久島でのライラ
研修に栗原会員と参加をしてきました。
RYLA （ Rotary

Youth

Learership

Awards）とは ロータリー青少年指導
者養成プログラムのことです。ＲＹＬＡ
の発祥は、公式には 1971 年に開始さ
れました。しかし実際には 1959 年、オーストラリアのクイ
ーズランド州が自治権獲得 100 周年記念式典を開催した
とき、エリザベス女王の名代としてアレキサンドラ女王が
派遣され、それを記念して開催地のブリスベンロータリー
クラブが同年代の青少年を集めたセミナーが始りである
そうです。
ライラを通じてできることは、リーダーシップのスキルと
人格を養うこと、多様な事柄について学び、さまざまな人

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

と出会うこと、地域社会で積極的に活動するリーダーと会

また、これまでの「教育→仕事→引退」という一方通行の

うこと、貴重な情報とキャリアのスキルを身につけること、

「3 ステージ型」人生は通用しなくなり、常に新たなスキル

そして参加者は楽しみながら友情を培い、生涯忘れるこ

を習得しながら複数のキャリアを渡り歩く「マルチステー

とのない思い出を作ることができることだと思います。

ジ型」の人生にシフトすべきだ、と説いています。

近年のライラ研修先をご紹介させて頂きます。
2014-15 濱野ガバナー

彼の座右の銘は「他力本願」、その本質は、自然に感
謝し、人間と自然との関係をたくさんの人の力で変えてい

岩手県宮古市

テーマ「震災復興」研修生 23 名 ロータリアン 24 名

きたいということです。

2015-16 井原ガバナー 静岡県富士宮市

出席報告

テーマ「酪農の現状を学ぶ」研修生 32 名ロータリアン 22 名

2016-17 浅水ガバナー 鹿児島県知覧

折原（正）会員
折原（正）会員
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テーマ「平和」研修生 26 名 ロータリアン 21 名

スマイル報告

2017-18 大貫ガバナー年度

中村晴彦様
中村晴彦様：大熊道男様：
大熊道男様： 本日は宜しくお願い致します。

埼玉県秩父

テーマ「埼玉再発見」研修生 25 名 ロータリアン 16 名

ライラ研修報告

栗原会員

折原（正）会員
折原（正）会員

田中潤一様：
田中潤一様： 今日は 10 年振りくらいに杉戸 RC に伺いまし
た。宜しくお願い致します。

大東悦巳様：
大東悦巳様： キキがいつもナスチャに仲良くして頂いてあ
りがとうございます。

金子英明様：
金子英明様： 初めて杉戸 RC 例会に参加させて頂きました。
今後ともよろしくお願い致します。

田中幹事：
田中幹事： 西クラブの皆様本日はありがとうございます。
関口会員
関口会員：
会員： 西クラブ大勢メーキャップありがとうございます。
もしかして西クラブ除名になったの？（笑）

下津谷会員
下津谷会員：
会員： 関口さん、田中さんドイツの国際大会への出
彼は屋久島環境文化

発間もなくですね。いつも当社を利用頂きありがとうござ

研修センターのインスト

います。小生も行きたいのですが、懐具合もあり残念です。

ラクターで教育の観点か

せめても気持ちとしてニコニコで参加します。

ら自然をフィールドに

大作（忠）会員
大作（忠）会員：
会員： 毎日のように児童の列に突っ込む事故が

様々な活動を行ってきた

あり我々も安全運転に心がけましょう。

福元豪士です。現在は、マルチワーカーとして「OYAKO

古川会員
古川会員：
会員： 春日部西 RC の皆様本日は大変ご苦労様です。

LABO 代表」「森のようちえんあぺるい、アぺルイ（ガイド）

暑さ厳しくなって来ました体にはくれぐれもご自愛下さい。

所属」「ミーティングファシリテーター」「環境系学生未来塾

渡辺（孝）会員
渡辺（孝）会員：
会員：矢島会員：栗原会員：細井会員：

総合プロデューサー」を兼任しています。彼の思いは「子

舟越会員：渡辺（良）会員： 春日部西 RC の皆様、ようこそ

どもたちが自然の中で思い切り遊び、その中で安心して
“失敗”できる環境を作ってあげたい」ということです。
「100 年人生と言われる
ように、子どもたちには私よ
りもっと長い人生が待って

折原（正
折原（正）会員：
（正）会員：真中
）会員：真中会員
真中会員：
会員：中野会員：大作（貴）会員：
小柳会員：折原（弥）会員
小柳会員：折原（弥）会員

本日のスマイル

います。今後は大学受験ま

スマイル本日投入額
スマイル累計額

で勉強すればいい時代で

スマイル目標額

はなくなる。だからまず、私が大人になっても勉強し続け
る姿を子どもたちに見せることも大切だと思っています」と
彼は言っています。

お越しくださいました。
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✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

