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第２５０８回例会
第２５０８回例会 ２０１９年７月１８日
２０１９年７月１８日
点鐘
戸賀崎会長
会員
四つのテストの唱和
お客様紹介 公共イメージ部門委員長 梶間 順子様
春日部南 RC 会長 鈴木 勝敏様
幹事 一瀬 直樹様

会長の時間

戸賀崎会長

先週の土日は、管理運営部門・青

公共イメージ部門卓話
まずは戸賀崎会長就任おめ
でとうございます。杉戸 RC 初の
女性会長ということでお祝いを
持って参りました。1 年間頑張っ
てください。

公共イメージ部門というのはあまりなじみのない部門だ
と思います。日本では奉仕活動というのは宣伝をしないこ
とが美徳とされ、他の団体と比べると広報が下手と言わ

少年奉仕部門のセミナーに参加して

ざるを得ません。宣伝するという観念に対し、我がクラブ

参りました。管理運営部門につきまし

でも重鎮と言われる方々にはあまり理解をされていない

ては、井原 PG より資料を頂きました

のが現実です。そのような方々には、世の中が少しずつ

ので後日改めてご報告の時間を取り
たいと思います。青少年では、私の熱望していた「ホス

変わってきているのですよと申し上げております。
ロータリーの広報活動とい

トファミリーバンク設立」が発表されました。ロータリア

うとどんなものが思いつくで

ンはもとより、インターアクトでもホストファミリーになれ

しょうか？濱野年度の広報

る方を紹介頂き登録するシステムです。部門から正式

部門セミナーで、参加者全

な案内がきましたら皆様にご案内致しますのでご協力
よろしくお願い致します。

幹事報告
 7/13 事務局研修会が行われまし

栗原幹事

た。メイキャップの扱いについて有
効期間が 2 週間から 1 年間となり
ました。1 年間まとめての出席率の
調整になります。



7/25 新入会員（野口美津夫）の入会式



7/25 新会員卓話（大作貴洋、大作忠一）会員

お客様挨拶

春日部南 RC 会長 鈴木 勝敏様

杉戸 RC さんには高校野球大会の協賛
など大変お世話になっております。私は
JC の時から栗原幹事に大変お世話にな
っております。今後ともどうぞよろしくお願
い致します。

梶間 順子様

員で振付を覚えロータリー活
動を盛り込んだ「恋するフォーチュンクッキー」の動画を作
りました。ある PG からはセミナーでこんなことをさせると
はと大変怒られまして、また途中で怒って帰ってしまう会
長もいましたが、ほとんどの方にご協力頂き完成すること
ができました。賛否両論ありましたが、ロータリーの苦手
な広報活動に一石を投じたこの動画は意外なことに濱野
PG のご家族から大変喜ばれております。
皆様はロータリーのマ
スコット「未来くん」をご存
じでしょうか？このマスコ
ットを造るにあたっては RI
の許可など大変苦労を致
しました。このネーミングも指定がありなかなか決まりま
せんでした。最初はロータリー君でしたが、可愛くないの

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

で、最初に貸出し依頼をしてくださった八潮みらい RC か
ら「みらいくん」となりました。

一瀬直樹様：
一瀬直樹様： 本日は例会に出席させて頂きありがとうご
ざいました。また、梶間部門委員長の大変有意義なお

広報としては、数年前
にアドトレーラーを走らせ
たり、浦和のパルコにプ
ロジェクションマッピング
やテレ玉やラジオにも出
演したこともあります。
何年か前に、マスコミ懇談会というものがあり、県内の
テレビ、ラジオ、新聞社、ミニコミ誌などマスコミ関係の
方々30 名ほど集まりロータリーがどんなことをしているか
をご紹介致しました。すると皆様一同に、「ロータリーがこ
んなに良い事をしているとは知らなかった。」「なぜ広報を

話しを聞かせて頂き感謝申し上げます。
戸賀崎会長： 梶間部門委員長、春日部南 RC 鈴木会長、
一瀬幹事、ご来場ありがとうございます。
栗原幹事： お客様ようこそ。流灯は今年 2 日間花火をあ
げますので是非見に来てください。
真中会員： これから参議院選、町議選、知事選と目白押
しですが、投票に迷っている方は私に相談してください。
武井会員：
武井会員： 梶間部門委員長、卓話宜しくお願いします。
お客様ようこそいらっしゃいました。
関口会員： 梶間部門委員長ようこそ。春日部南会長・幹
事ご苦労様です。

しないのか」と仰るんですね。ではどのように思っていた

下津谷会員： 佐渡のやまがえしを細井宅で行いました。

のですか？と聞くと「金持ちの集まりで、昼間食事をして

設備の整った豪華な部屋でのカラオケや酒肴に舌つづ

寄付や看板を立てているのかと思った」というのです（笑）

みを打ちながらの楽しいひとときでした。細井さんありが

※この他、今年度 10 月 24 日のポリオデーにかける小林

とう妻もよろこんでいました。

ガバナーの思いや今後の広報活動について梶間委員長
ガバナーの思いや今後の広報活動について梶間委員長
よりお話し頂きました。
よりお話し頂きました。

栗原会員： 梶間さん、春日部南クラブ様ありがとうござい
ます。春日部南クラブには、戸賀崎会長一人で行きま

各種報告
各種報告

関口会員
関口会員

先日の幹事報告にもありましたが、9

すのでよろしくお願いします。町議会選挙最中なのに仁
部さんご苦労様です。

月 28 日（土）仙台で日韓親善会議があり

渋谷会員：
渋谷会員： 梶間部門委員長、春日部南 RC の皆様ようこ

ます。先方は約 70 名ですが、当地区で

そ、本日はありがとうございました。

は現在 10 名程しか参加者がありません。

下津谷会員： 8 日夏の温泉まつり、丘みどりが出演好評。

地区では延長して再度募集をしています

細井さんがバス一台で参加されました。ありがとう。

ので参加をよろしくお願い致します。

仁部会員： 毎本当は出席悩みましたが、戸賀崎会長、

各種報告

古川会員

7 月 28 日（日）あぐりの夏祭りで「ポリ

梶間委員長のお顔を拝見し“力”を頂戴しに参りました。
寒暖？暖寒？激しい日々皆様お身体御自愛下さい！

オ撲滅の募金活動」を行います。当日の

矢島会員：田中（昌）会員：舟越会員：小柳会員：
矢島会員：田中（昌）会員：舟越会員：小柳会員：

駐車場は大変混雑しますので、参加を

長岡会員：折原（正）会員：渡辺（孝）会員：お客様ようこそ、
長岡会員：折原（正）会員：渡辺（孝）会員：

して頂ける方には駐車券を前もってお渡

卓話ありがとうございます。

ししようと思っております。枚数が限らま

荻原会員：
荻原会員： 休みが長くてすみません。

すので、必要な方は事務局までお知らせください。

大作（貴）会員：中野会員
大作（貴）会員：中野会員：真中会員：大作（忠）
会員：真中会員：大作（忠）会員：
：真中会員：大作（忠）会員：

出席報告

古川会員：
古川会員：折原（弥）会員：武井会員：馬場会員
会員：折原（弥）会員：武井会員：馬場会員

折原（正）会員
折原（正）会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

43

22

21

0

（13）
13）

51.16%
51.16%

スマイル報告

折原（正）会員
折原（正）会員

梶間順子様： 昨年に引き続き、今年も皆様にお会い出
来て嬉しい限りです！楽しみにしてまいりました。
鈴木勝敏様： 本日は時間を頂きありがとうございました。
梶間委員長の卓話大変わかりやすかったです。

本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額

３６，０
３６，０００円
，０００円
１２６，００
，０００円
１２６
，００
０円

スマイル目標額
１，３００，０００円
１，３００，０００円
✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

