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会長挨拶

戸賀崎会長
戸賀崎会長

令和元年、この 7 月より杉戸ＲＣ第 49
代会長を仰せつかります戸賀崎千夏で
ございます。いま私は、杉戸 RC49 年の
歴史と伝統を背中で感じ、身の引き締
まる思いでおります。この重責を汚さぬ
ように、私の持てる全てを出し切ってこの 1 年、会長職を

✽仁部会長・田中幹事 1 年間お疲れ様でした✽
お客様紹介
青少年交換委員長（春日部 EV） 鈴木 伸雄様
越谷北 RC 会長 小宮山 大介様

7 月結婚祝

折原前親睦委員長
折原前親睦委員長

長岡成郎（8 日） 五十嵐貴博（18 日）

7 月誕生祝
下津谷忠（22 日） 五十嵐貴博(25 日)
石塚幹正（31 日）

全うして行きたいと覚悟をしております。引き続き皆様か
らのロータリーの友情とご協力を賜りながら進めて参りた
いと思います。
私は 2014 年渡辺隆会長年度の 7 月 1 日火曜日に武
井章会員の推薦を頂き入会をさせて頂き、在籍は丸５年
になりました。翌年度より青少年交換委員として地区へ
派遣頂き勉強をさせて頂き現在に至ります。
今年の目標として、継続事業の推進、会員増強、本年
度は、純増 3 名を目標としています。出席向上、財団、米
山１００％達成、国際交流事業として、ホノルル国際大会

新入会員入会式
新入会員入会式

への参加、50 周年に向けてグローバル補助金の立案を
考えております。青少年奉仕、米山奨学生のサポートと
教育、マイロータリー引き続き 100％を維持、新規事業と
しては、世界ポリオデーに向けてアグリパークとの共同寄
付奉仕活動、地区補助金を使っての杉戸町公用車への

凸版印刷㈱研究所より加藤会員の後任として今年度
より田中啓司会員が入会することになりました。

✽田中啓司会員 入会おめでとうございます✽
入会おめでとうございます✽

ドライブレコーダーの設置。また、富岡 RC50 周年記念へ
の多くの会員の参加。50 周年準備委員会の設立、クラブ
細則の見直しを考えております。

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

ガバナー輩出クラブであり、合併を成功させたモデルク



理事会の日時場所について（栗原幹事の事業所）

ラブ、「さすが杉戸!!」と言われるように、事業担当者がリ



7/25 会員卓話 候補：大作忠一 or 田中啓司

ーダーシップを発揮できるよう協力し、老壮青が手を取り



7/18 春日部南 RC 会長幹事来訪

合い、クラブ一丸となって一つ一つ丁寧に遂行していきま



東埼玉病院主催、市民講座の協賛と卓話のお願い

しょう。そして 50 周年を迎えましょう。

について 7/9 会長幹事で訪問予定

今年の２７７０地区方針小林ガバナーより、「ポリオ撲



滅運動からクラブ活性化へ」です。同じく今年度国際ロー

事務所 FAX 故障にともない、家庭用 FAX プリンター
の購入 予算：30,000 円

タリー会長のマーク・ダニエル・マロニー氏は、Rotary



各委員会セミナーの報告を随時する→各委員長

Connects World をテーマにかかげました。”ロータリーは、

お客様挨拶

青少年交換委員長 鈴木 伸雄様

世界をつなぐ”です。とてもシンプルでありながら、ロータ

昨年度に引き続き地区の青少年交換

リー精神の根底を表したテーマだと思います。ポリオ撲滅

委員長を引き受けることになりました。7

活動から活性したクラブ同士が、手に手を繋ぎ世界をつ

月 14 日ふれあいキューブで開催される

なぐ、そのスタート元年。と私は、提言させて頂きます。

「青少年交換説明会」はこの委員会の全

幹事報告

てです。スケールの大きい話になります



栗原幹事

2019 年 8 月 24 日（土）10:10 受付「32

が、この事業を通して世界の平和を目指す青少年を育成

回インターアクト年次大会」の開催案

するのが目標です。本日は、戸賀崎年度の記念すべき第

内が届いております。インターアクト

一例会に来ることができまして嬉しく思っております。あり

とは、12 歳から 18 歳までのボランテ

がとうございました。

ィア学生の大会です。

お客様挨拶

理事会報告
理事会報告

折原エレクト
折原エレクト

8 月例会予定



8月

日は私の年度最初の例会ｎにメイキャッ

1日

8/4 流灯まつりに振替え

プしていただきました。感謝致します。私

8日

結婚誕生祝・雑誌紹介・理事会報告

は地区の青少年交換委員会で戸賀崎会

15 日

休 会（お盆休み）

長に大変お世話になりました。戸賀崎さんは、学生との

22 日

会員卓話 移動例会

29 日

新入会員歓迎 夜間例会（和泉屋）

流灯まつりについて
募金内容は「ポリオ」これに伴い看板作成
第 6G 会長・幹事・P ガバナーに案内を出す。
米山イッセンさん、他米山奨学生数名参加予定
青少年交換学友（ROTEX）にも案内を出す
青少年交換について
7 月 14 日（日）15:00～17:00 青少年交換募集説明会
「ふれあいキューブ 4F」募集開始に伴い、クラブに問い
合わせがきたら受付する。その後、クラブで受け入れ
可能かどうか理事会にかけることとする。



本日は戸賀崎会長年度のスタートにお
邪魔させて頂きありがとうございます。昨

前年踏襲で BBQ は実施する。



越谷北 RC 会長 小宮山 大介様

距離感を取るのが上手く、またその場を明るくするので委
員会でも貴重な存在でした。委員会とは離れますが今後
ともどうぞよろしくお願い致します。

交換留学生報告

ナスチャ・ハーズさん

私はあと 1 週間でベルギ
ーに帰ります。来たときに
はスーツケースが一つと
小さい荷物だけでしたが、
帰る時には 60 キロもある
スーツケースが 3 つになっ
てしまいました。皆さんには大変お世話になりました。今
は帰りたくない気持ちです。
日本に来てたくさんの友達や優しいホストファミリーに恵
まれてとても幸せでした。日本での生活を教えて頂きとて

新入会員審議（野口美津夫）→※資料あり 会員に

も感謝しています。残りの日本での生活を楽しみたいと思

FAX する。

っています。ありがとうございました。

出席報告

折原（正）会員
折原（正）会員

間お世話になります。

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

下津谷会員： 今年度いよいよ始まりです。会長幹事さんよ

43

31
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0
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72.21%
72.21%

ろしくお願いします。佐渡の旅行は楽しかった。おいしい

スマイル報告

折原（正）会員
折原（正）会員

鈴木伸雄様：
鈴木伸雄様： 仁戸賀崎会長！お世話になります。
小宮山大介様： 戸賀崎会長本日はおめでとうございます。
戸賀崎会長： 青少年交換委員長鈴木様、越谷北 RC 会長

料理おいしい日本酒、もう言う事ありません。運転した皆
さんありがとう。

関口会員：
関口会員： 戸賀崎・栗原年度いよいよスタート。一年間気
負わず気取らず。お客様ようこそ。

小宮山様、足元の悪い中、お越し頂きありがとうございま

長岡会員：
長岡会員： 会長・幹事さん、がんばってください。

した。心強かったです。ロータリーの友情に感謝します。

田中（啓）会員： これから宜しくお願い致します。

栗原幹事：
栗原幹事： お客様ようこそ。雨が続くので会社の若い子に

深瀬会員： 石塚会員：小川会員：宮田会員：真中会員
石塚会員：小川会員：宮田会員：真中会員

洗濯が大変だと思い着なくなった作業服を挙げたら喜ん

折原（弥）会員：五十嵐会員：
折原（弥）会員：五十嵐会員：お客様ようこそ。

でいたのですが、後日会社コンテナに捨ててありました。

本日のスマイル

あまりにも悲しくて理由を聞けません。栗原です。

仁部直前会長： 朝からの大雨で 1 年間の色々なことが洗
い流され心なしか新鮮な気持ちで本日を迎える事が出来
ました。新会長楽しい 1 年をよろしくお願い申し上げます。

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

６３，０
６３，０００円
，０００円
６３，０００
６３，００
０円
１，３００，０００円
１，３
００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

田中直前幹事： 新年度宜しくお願い致します。
大作（忠）会員： RC ゴルフは弥五郎さんお目出とう。自分
は B.M ショックでした。

馬場会員： 今日は、杉中の生徒が会社に職場体験にきて
います。生徒達のキラキラした目に自分にもそんな時が
あったのかと思いました。

武井会員： 仁部会長、田中幹事一年間ご苦労様でした。
戸賀崎会長、栗原幹事、一年間頑張ってください。

矢島会員： 戸賀崎会長、栗原幹事よろしくご指導ください。
会員の為のロータリークラブにしてください。留学生ナス
チャ最後の例会出席です。明日の送別会欠席の皆様大
変お世話になりました。

中川会員： 戸賀崎会長一年間宜しくお願いします。今日は
足利のお化けトンネルに事故調査に行きます。

渡辺（孝）会員： 戸賀崎年度もガンバッテ行きましょう！
井上会員： 会長幹事宜しくお願いします。
舟越会員： 会長・幹事さんがんばって下さい。
新井会員：
新井 会員： お客さんようこそ、戸賀崎会長、栗原幹事さん
一年間頑張りましょう。

折原（正）会員： 戸賀崎会長一年間宜しくお願いします。お
客様ようこそ！

小柳会員： 戸賀崎年度より米山委員長を拝命しました。宜
しくお願いします。

渡辺（良）会員： 旧執行部ご苦労様でした。新執行部一年

東埼玉病院主催の地域医療のための市民講座が下記
のとおり開催されます。杉戸 RC・幸手 RC 協賛になってお
ります。7 月は幸手市、10 月宮代町、2 月杉戸町カルスタ
で開催予定です。

毎月配布される「ロータリーの友」の電子版は、下記のとおりパソコン・スマホで閲覧できます。
「ガバナー月信」は、第 2770 地区ホームページから、https://ri2770.com/
クラブの週報は、杉戸 RC ホームページから、http://www.sugito.club/ 見ることができます。
例会場の BOX に溜まった週報・冊子は、定期的に処分させて頂きますが、バックナンバーは
こちらから閲覧することができますのでご利用ください。

