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第２５０３回例会
第２５０３回例会 ２０１９年６月
２０１９年６月１３日
点鐘
四つのテスト唱和
お客様紹介

仁部会長
加藤会員
パストガバナー（2013-14）
渡辺 和良様
大宮西 RC 清水 恒信様
米山学友
朴玉順（パク・オクスン）様

理事会報告

戸賀崎エレク・
戸賀崎エレク・ト折原会員

7 月例会予定



りました。本業が僧侶ということで、諸先
輩や色々な書物の中から得たことの中
から「言霊」の話をしたいと思います。
 言霊の力（中村天風）思想家
明るく積極的な言葉→心身の活性と健
康をもたらす
↓
↑
実在意識→潜在意識→神経系統→生活機能
↑
↓
暗く消極的な言葉→心身の停滞と不健康をもたらす
批判するような言葉を使わない。終始、楽観と歓喜と輝く
希望と溌剌たる勇気と平和に満ちた言葉でのみ活きる。」

11 日

移動例会（アグリ） 会員増強・国際大会報告



18 日

卓話（公共イメージ部門）

「人間をいとおしみ、愛する心を起こして、真心をこめた言

25 日

移動例会（和泉屋） 卓話（会員）

次年度ポリオデーにかかるグッズの購入について
れかで献血事業とポリオ募金を行う
青少年交換について
・2019-20 年度募集説明会参加予定
・7/5 春日部西と合同でナスチャ送別会 7/10 帰国
・7/25 例会にて深瀬心羽さんの帰国報告（予定）
・7/5 送別会のホストファミリーの会費を負担とする
・7/10 成田見送りの際のバス費用クラブ負担
・来日生の同行（同乗）については OK。



6 月に入り、私の会長の時間も今月で最後ということにな

結婚誕生祝・雑誌紹介・理事会報告

エンドポリオ T シャツ（赤）を購入 9/14～16 日のいず



仁部会長

「自分の境遇や仕事を消極的な言動や悲観的な言動で
7月

4日

会長の時間

葉をかけることである。愛のこもった優しい言葉をかける
ことで、優しい心が人の間に繋がり、愛の心が育まれてく
る。しかし、人を傷つけるような乱暴な言葉は、言われた
人もそうであるが、それを使う人の心を蝕んで、不機嫌な
連鎖をもたらすから言わないようにするべきである。お互
いが愛情のこもった言葉を交わせば、自然と顔に喜びが
あふれ、心を楽しくするものである。面と向かわずに愛語
を聞いても、それは体の芯を震わせ、魂を揺り動かす。」
「乱暴な言葉は、その音は消えても、響は心に残る」
（By Zenshu）

幹事報告


その他

・流灯祭に向けて親睦委員会を開催

R 財団管理委員会より、元 RI 会長
談の集いの案内が届いてます。

・7 月地区卓話の依頼と卓話（地区へ依頼）
ー情報委員長）

田中幹事

ゲイリーC.K.ホアン管理委員長と懇

・加藤会員の後任： 田中啓司（S36 年 5 月 16 日）
・次年度理事会オブザーバー（プログラム・ロータリ

「愛語」鎌倉時代に曹洞宗を開いた道元禅師の提唱



RI メンバーシップ会員増強担当部
より、オンラインの入会候補者増強
プログラムに関する情報が届いております。

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

次年度社会奉仕委員会

問ありがとうございます。お蔭様で、あと 3 例会で無事終

古川会員

9 月 14（土）～16 日（月）の間で、次年

了できそうです。最後まで宜しくお願い申し上げます。

度社会奉仕委員会としてアグリパークで

田中幹事：
田中幹事： 渡辺様、清水様、本日はありがとうございます。

献血活動を行いたいと思います。日本赤

深瀬会員
深瀬会員：
会員： お客様いらっしゃいませ。加藤様 5 年間ご苦労

十字より、献血バスと職員を出す担保と

様でした。

して最低 60 名の献血者を確保してほし

加藤会員
加藤会員：
会員： 国まかせでは、長生きするとお金が足らなくな

いとのことです。つきましては、資料の中にある名簿に献

るらしい。質素でも健康で明るい将来を自分で描くしかな

血者の名前を記入して頂きたくご協力お願い致します。

いのでしょうか？

お客様挨拶

PG 渡辺 和良様

戸賀崎会員：
戸賀崎会員： 渡辺パストガバナー、清水様、本日はお越し

2013-14 年度ガバナーをやりまして 6

いただきましてありがとうございました。

年目になります。先日は諮問委員として

栗原会員
栗原会員：
会員： 渡辺様、清水さん、ご訪問ありがとうございます。

管理運営部門に出ていましたところ懇親

3 月 3 日で是非盛りあがりましょう。

会で仁部会長といっしょになり、今回の

大作（
大作（忠）会員：
会員： 毎日、老人の事故、児童虐待、刺殺事件

訪問となりました。本日は会長の時間で

等ばかりです。これをリセットして清らかな流れに変えて

良い話を聞くことが出来ました。乱暴な言葉を言ってはい

行きたいものです。

けませんね。反省を致しました（笑）。

渋谷会員
渋谷会員：
会員： 渡辺 PG、清水様ようこそ杉戸へ。

お客様挨拶

新井会員
新井会員：
会員： お客さんようこそ。本日早退させて頂きます。

大宮西 RC 清水 恒信様
恒信様

私は、渡辺年度に社会奉仕委員長を

古川会員
古川会員：
会員： パストガバナー渡辺様、大宮西 RC 清水様、米

仰せつかりました。渡辺 PG から、かなり

山が杞憂のパクオクスン様、本日はお世話になりました。

厳しいことを言われたこととなっておりま

下津谷会員
下津谷 会員：
会員 ： 関口さん、田中さん、長丁場の国際大会の

すが、そんな乱暴な言葉は使っていな

旅無事のお帰りおめでとうございます。

かったと弁明させて頂きます（笑）。

武井会員
武井会員：
会員： 渡辺パストガバナーようこそいらっしゃいました。

「丸くとも一かどあれや人心 あまりまろきはころびや

お客様ようこそ。

すきぞ」という名言があります。これは人の心は丸くても、

矢島会員
矢島会員：
会員： パストガバナー渡邉様、清水様ようこそ。

トンガリも必要 あまり丸いと転びやすいぞということです。

関口会員
関口会員：
会員： フランクフルト世界大会より無事帰国、疲れまし

また、考える時間を与えて頂きありがとうございました。

留学生報告

ナスチャ・ハーズさん

7 月にベルギーに帰ります。

た。渡辺 PG、清水さんようこそ。

折原（正）会員
折原（正）会員：
会員：中野会員
中野会員：
会員：渡辺（孝）会員：
渡辺（孝）会員：宮田会員
会員：宮田会員
真中会員：折原（弥）会員
真中会員：折原（弥）会員：
折原（弥）会員：渡辺（良）会員：舟越会員

本日のスマイル

だ帰りたくありません。もっと日

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

本での生活を楽しみたいです。
残り少ないですがよろしくお願
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

44

27

17

0

12

88.64%
88.64%

スマイル報告

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽
クラブ協議会 例会後クラブ協議会が開催されました
例会後クラブ協議会が開催されました
 次年度のクラブ運営方針・具体的活
動方針について

折原（正）会員
折原（正）会員

渡辺和良様
渡辺和良様： 本日は宜しくお願い申し上げます。仁部会長

４４，５００円
４４，５００円
１，１０３，８
１，１０３，８５
１０３，８５０円
１，５００，０００円
１，５
００，０００円



10/24 ポリオデーについて、クラブに
おける事業について

さまの会長表敬訪問させて頂きました。

清水恒信様
清水恒信様： あこがれの杉戸お邪魔出来て嬉しいです。



次年度親睦委員会の活動について

朴 玉順様：
玉順様： 本日よろしくお願い致します。




次年度社会奉仕委員会の活動について

仁部会長：
仁部会長： 渡辺パストガバナー、大宮西 RC 清水様、ご訪

次年度例会運営について

