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幹事報告
幹事報告


日までにクラブより提案がありま

仁部会長

せんでしたが、もし提案をお持ち

いよいよ本日で最後の会長の時間と

のクラブがありましたら 6 月 28 日

なりました。1 年を振り返ってみますと毎

の RI 提出締切期限が迫ってきまし

月色々な行事がございました。

たので至急連絡くださいとのことです。

7 月は和泉屋さんでスタートしていき
どこのクラブもスタートしたばかりなので、
結果的には良かったと思います。
8 月は新井工業さんで「流灯まつり」、青少年交換では
ナスチャ・心羽さんの成田奇跡の歓送迎。9 月は、杉戸町
伊藤教育長にお越し頂き「杉戸町の教育状況を学ぶ」と
いうテーマで卓話をして頂きました。10 月は第 6 グループ
ゴルフコンペで田中会員の R&R の後部座席で会場入り
VIP 気分を味わいました。11 月は地区大会と杉戸町音楽
祭でしたが、音楽祭は毎年お寺の行事があるので参加
出来ませんでした。12 月は「大人のクリスマス会」を J ボ
イスバーで開きまして、お地蔵さんがデビューしました。
下半期 1 月は平成最後の新年会を和泉屋さんで、2 月
は IM をすぎとピアで開催、中国雑技団の実力に驚きまし
た。3 月は野口測量さんでお花見例会、私は韓国からの
帰国遅れで間に合いませんでした。4 月は J ビレッジで富
岡 RC と友好クラブ調印式、杉戸の新秘密兵器、中川会
員参上！5 月は、むさしで春日部イブニング 25 周年があ
りました。6 月は、来週 27 日に加藤会員送別親睦ゴルフ
コンペが鷹ゴルフ倶楽部で行う予定です。そして夜間例
会の次の日、『佐渡ヶ島』親睦旅行を選挙前の大事な時
期に行って参ります。皆様のおかげおもちまして無事に
会長年度を終えられることを感謝申し上げます。
※また杉戸町の未来と現状についてお話し頂きました。

規定審議会代表委員より、決議審
議案提出に関し、3 月 15 日の締切

仁部会長

なりの「ガバナー公式訪問」でしたが、

田中幹事



6 月 7 日に開催されました「第 1 回杉戸町中学社会
体験チャレンジ推進委員会」にて委嘱状が届きまし
たのでお知らせします。

一年間大変お世話になりました。仁部会長に同行し色々
なところへ会長幹事として出席致しましたが、仁部会長は
何処に行っても好感をもたれ、また急な挨拶を求められ
ても機転の利いた挨拶ができるのは素晴らしいなと思い
ました。これは昨日今日で出来るものではなく、やはり子
供のころから責任感やリーダーシップの賜物だと感じまし
た。先ほど会長が 1 年間を振り返っていましたが、それぞ
れ共有できたことを感謝申し上げます。

次年度社会奉仕委員会

古川会員

先週にもお知らせしましたとおり、社会
奉仕委員会として 9 月の中旬にアグリパ
ークと杉戸ロータリークラブ共催で「献血
活動」をしたいと思っております。献血バ
スと赤十字の職員を出すのに 60 名以上
の献血者がいないと採算が取れないので、皆様のご協
力を改めてお願い致します。
献血者は、16 歳から 69 歳までの方で、65 歳以上の方
は、過去に 60 歳から 64 歳までに
献血経験がある方に限られます。
献血に関して詳しい案内を用意し
ましたので帰りにお配り致します。

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

会員報告

関口会員

6 月のロータリーの友に掲載されてい
ましたが、RI 理事会が 2017 年に新しい
ゾーン構成を採決しました。ゾーンとは、
RI 会長指名委員や RI 理事を選出する
ための選挙区のようなものです。約 3 万

出席報告

5 千人の会員で 1 ゾーンとなります。私

折原（正）会員
折原（正）会員

がガバナーの時には 4 ゾーンありました。しかし、会員数

会員数
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出席率

の減少により、ゾーン１が A/B と分かれてバングラディシ
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ュ・インドネシア・パキスタンと再編されることとなります。

スマイル報告

第 2770 地区はゾーン１からゾーン２となり、中部地方と再

仁部会長：
仁部会長： お蔭様最後の例会となりました。お世話になり

折原（正）会員
折原（正）会員

編されます。これは 7 月から施行されます。

ました。親睦旅行が終われば、心置きなく自分の選挙活

※ロータリーの友 6 月号 P.24 ゾーンの再編成より

動に専念出来ます。本日は産業団地でリバティで古谷会
員の町づくり懇談会１９：００～あります。

田中幹事：
田中幹事： 仁部会長一年間ご苦労様でした。
関口会員
関口会員：
会員： そろそろ夏まつり、1 年が毎年早くなり終わりが
近づいて来たような気がします。

加藤会員
加藤会員：
会員： 当クラブ 20 周年史で、32 年前に凸版三谷氏新
入会の一文を見つけました。私も当社汚ロータリー会員
の流れを 5 年間中継ぎ出来て良かったです。ありがとうご
ざいました。

武井会員
武井会員：
会員： 中いよいよあと 2 回で本年度が終わりになりま
すね。

会員報告

加藤会員

私が入会したのは 63 歳で、杉戸

栗原会員
栗原会員：
会員： 仁部会長、田中幹事もうすぐ終わりですね。で
も選挙ですね。がんばりましょう。

RC では渡辺会長のときでした。私の

新井会員
新井会員：
会員： 仁部会長、田中幹事一年間ごくろうさんでした。

ようなサラリーマンで杉戸町には縁も

矢島会員
矢島会員：
会員： 仁部会長、残り 10 日間もう少しです。

ゆかりもない者が、ロータリークラブ

下津谷会員
下津谷会員：
会員： 五木寛之の「大河の一滴」の中の「人間はた

に入会して何が出来るのかと思って

だ生きているだけですごいのだ」という文章に出会い救わ

いましたが、皆様には大変優しく受け

れました。ロータリアンとして 36 年間、友人にもめぐまれ、

入れて頂き、楽しい 5 年間を過ごすことができました。

毎日飲む酒もうまい、これで十分だ！

サラリーマンは勤務地が地元でないことが多いので、ロ

中川会員
中川会員：
会員： 会長、お疲れ様でした。

ータリーの方々の地元愛というのが新鮮に感じました。ま

細井会員
細井会員：
会員：小柳会員：古川
小柳会員：古川会員
古川会員：
会員：大作会員：
大作会員：舟越会員
会員：舟越会員

た、留学生や奨学生を通して世界と繋がっていることに

折原（弥）会員：真中
折原（弥）会員：真中会員
：真中会員：
会員：

感銘を受けました。奉仕活動にはなかなか協力すること

本日のスマイル

ができませんでしたが、私が心掛けていたのは、出席す
ることとスマイルにコメントを残すことです。例会の前日に

スマイル本日投入額
スマイル本日投入額
スマイル累計額

２５，０
２５，０００円
，０００円
１，１２８，８
１２８，８５
１，
１２８，８
５０円

明日のためのコメントを考え当日に臨みました（笑）。

スマイル目標額

１，５００，０００円
１，５００，０００円

凸版印刷では 5 代目か 6 代目の会員となりますがその
歴史の一つとなりましたことを光栄に思います。ありがと
うございました。

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

