
   
    

 

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 
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会長会長会長会長    戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎    千夏千夏千夏千夏        幹事幹事幹事幹事    栗原栗原栗原栗原    偉憲偉憲偉憲偉憲 
http://www.sugito.club 

第２５１１第２５１１第２５１１第２５１１回例会回例会回例会回例会    ２０１９年８月８２０１９年８月８２０１９年８月８２０１９年８月８日日日日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     戸賀崎会長    

君が代・ロータリーソング君が代・ロータリーソング君が代・ロータリーソング君が代・ロータリーソング             奉仕の理想    

四つのテストの唱和四つのテストの唱和四つのテストの唱和四つのテストの唱和                    中野会員 

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介                                             

春日部イブニング RC 会長 広地 進様 

直前第 7 グループガバナー補佐 池田 岩夫様 

直前第 7 グループ幹事 張ヶ代宜広様 

8888 月結婚祝月結婚祝月結婚祝月結婚祝                                                                    中野中野中野中野親睦委員長親睦委員長親睦委員長親睦委員長 

栗原偉憲（8 日） 馬場茂明（21 日） 

8888 月誕生祝月誕生祝月誕生祝月誕生祝                                             

落合喜彦（1 日） 古川好宏（8 日）  

仁部前崇（14 日） 荻原千秋（15 日）  

新井 武（16 日） 馬場茂明（21 日） 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                                戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会長会長会長会長    

先日の流灯まつりでは、皆様のご

協力のおかげで、ポリオ募金活動お

よび親睦例会として大成功に終える

ことができありがとうございました。

親睦委員会、社会奉仕委員会、暑い

中のバーベキューの焼きものそして

募金の担当をしてくださった会員それぞれの力がなけれ

ばできなかったことだと思います。感謝申し上げます。 

今日も暑い中、古利根川では流灯まつりの片づけが行

われています。杉戸町観光協会やそれに携わる方々の

おかげでこのような大きな行事が滞りなく行われているこ

とにも感謝をしたいと思います。 

日本では、フェローシップを「親睦」と訳したことにより、

旅行や宴会の意味が強くなっていますが、本来のフェロ

ーシップはロータリー活動全般にわたる、むしろその根幹

に位置する重要なものであると思います。奉仕活動を通

しての親睦こそ本来のフェローシップだと思います。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        栗原幹事栗原幹事栗原幹事栗原幹事    

� 職業奉仕部門より、2019 年 9 月 20 日（金）16:30 受

付「ポリオ撲滅活動から、クラブ活性化へ」職業奉仕

日門セミナーの案内が届いております。 

理事会報告理事会報告理事会報告理事会報告                                     栗原幹事栗原幹事栗原幹事栗原幹事    

9 月例会予定 

 9 月 

5 日 結婚誕生祝・雑誌紹介・理事会報告 

12 日 9/15 献血・ポリオ募金活動に振替え 

19 日 9/20 職業奉仕セミナーに振替え 

26 日 会員卓話 移動例会（和泉屋） 

� 9/3 あいさつ運動について 

    小学校全 6 校にて（社会奉仕委員会主管）  

� 決算報告・予算について 

    仁部年度決算報告・戸賀崎年度予算について承認 

� グループゴルフ 17 名登録 

� 規定審議会資料について、次年度より適用 

� 青少年交換派遣希望者について、戸賀崎会長の推

薦学生について、臨時理事会を招集し再審議予定 

� 8/22 例会終了後パスト会長会を開催 

社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会社会奉仕委員会                   細井副委員長細井副委員長細井副委員長細井副委員長 

7 月 28 日（日）アグリの夏まつりでは募

金額 25,798 円、8 月 4 日（日）流灯まつり

では募金額 130,179 総額 155,977 円 を

8 月財団に送金予定です。皆様のご協力

ありがとうございました。 

親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会                      中野親睦委員長中野親睦委員長中野親睦委員長中野親睦委員長    

  皆様のご協力もあり親睦流灯まつり例

会ポリオ募金活動を無事に終えることが

できました。PG を始め、米山学友、富岡

RC の方々をお迎えし今年も盛大に事業

をできましたことお礼申し上げます。 



お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶          春日部春日部春日部春日部 EVEVEVEVRCRCRCRC 会長会長会長会長    広地広地広地広地    進様進様進様進様 

昨年度 5 月の当クラブ 25 周年記念式

典では大変お世話になりました。今年度

8 月 1 日に公式訪問がございましてご挨

拶が遅れ申し訳ありません。今後ともどう

ぞご指導をお願い申し上げます。 

お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶   直前第直前第直前第直前第 7777GGGG ガバナーガバナーガバナーガバナー補佐補佐補佐補佐    池田池田池田池田    岩夫岩夫岩夫岩夫様様様様 

 3 クラブ合同例会ではいつもお世話にな

っております。杉戸クラブさんには、私の

大先輩が大勢いらっしゃるのでいつも緊

張しますが、こうしてお邪魔するのも楽し

みであります。今後ともどうぞよろしくお願

い申し上げます。 

お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶    直前第直前第直前第直前第 7777 グループ幹事グループ幹事グループ幹事グループ幹事    張ヶ代宜広張ヶ代宜広張ヶ代宜広張ヶ代宜広様様様様 

 幸手は今 TV を騒がせておりますが、池

田さんもお酒の席では大変なことになる

ので、は注意するようにとクラブの重鎮

たちに言われておりました（笑）。1 年間

無事に何事もなかったことをご報告させ

て頂きます。 

米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生報告報告報告報告                                        コウ・イッセンコウ・イッセンコウ・イッセンコウ・イッセンさんさんさんさん 

夏休みに入り 21 日から中国に帰省し

ます。2 ヶ月間の夏休みの間は、インター

シップなど学業以外の勉強もしたいと考

えています。先日の流灯まつりでは、奨

学生の皆もご招待頂き募金の手伝いな

どをして楽しく過ごすことができありがとうございました。 

雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介                                                                                渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員渡辺（孝）会員 

ロータリアンの三大義務は、会費の納

入、例会参加、そして「友」の購読です。

毎月この冊子をかいつまんで一年間皆

さんにご紹介していきたいと思います。 

� P.7～クラブを活性化させる同好会 

� P.14 高崎 RC クラブの会員増強について 

� P.24 米山奨学事業の基礎知識 

� 縦 P.4「言葉の力」記念講演要旨 

� 縦 P.16「桜花爛漫の中で友好クラブ締結調印式」 

富岡 RC 遠藤会員の記事が掲載されています！ 

出席報告出席報告出席報告出席報告                       折原（正）会折原（正）会折原（正）会折原（正）会員員員員    

会員数会員数会員数会員数    出席出席出席出席    欠席欠席欠席欠席    免除免除免除免除    MUMUMUMU    出席率出席率出席率出席率    

44444444    21212121    23232323    0000    （（（（9999））））    47.7347.7347.7347.73%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                           折原（正）折原（正）折原（正）折原（正）会員会員会員会員    

広地進広地進広地進広地進様様様様：：：：    杉戸 RC の皆様、本年度宜しくお願いします。 

張ケ代宣広張ケ代宣広張ケ代宣広張ケ代宣広様：様：様：様：    本日は宜しくお願いします。 

戸賀崎会長：戸賀崎会長：戸賀崎会長：戸賀崎会長：    春日部 EV 広地会長、幸手中央 RC 池田様、

張ケ代様、暑い中お越し頂きありがとうございました。ア

グリパークでの募金、流灯まつりでの募金、親睦も皆様

のお蔭で大成功いたしました。心から感謝しております。 

栗原幹事栗原幹事栗原幹事栗原幹事：：：：    流灯無事におわりました。ありがとうございます。

イッセンお手伝いありがとう。    

下津谷会員下津谷会員下津谷会員下津谷会員：：：：    4 日の流灯まつり皆さんご苦労様でした。会

長本当に運営しましたね、100 点満点。    

田中（啓）会員田中（啓）会員田中（啓）会員田中（啓）会員：：：：    今週はスマイルシンデレラの嬉しいニュー

スから始まりました。来週のお盆休み、台風の影響が少

ない事を祈っています。 

真中真中真中真中会員：会員：会員：会員：    夏の高校野球、熱い戦いが始まりました。今月

末に元高校球児の熱い戦いがあります。皆様よろしく！ 

野口（美）野口（美）野口（美）野口（美）会員：会員：会員：会員：    暑さに負けず頑張りましょ！宜しくお願い

致します。    

仁部仁部仁部仁部会員：会員：会員：会員：    本日は暦では「立秋」ですが・・・暑い。ヒゲの日

デブの日だそうです。お盆が涼しくなってと願う毎日です。    

矢島会員：矢島会員：矢島会員：矢島会員：    暑いですね。県知事選公示こちらも熱く暑い日

になりそうです。お客様ようこそ。 

武井武井武井武井会員：会員：会員：会員：    流灯まつりポリオイベント盛会でした。皆様ご苦

労様でした。 

渡辺（孝）会員：渡辺（孝）会員：渡辺（孝）会員：渡辺（孝）会員：    流灯まつりお疲れ様でした。    

田中（昌）田中（昌）田中（昌）田中（昌）会員：会員：会員：会員：    K.T さん結婚おめでとうございます。残念

なのは S 市長さん!! 

関口関口関口関口会員：会員：会員：会員：    お客様ようこそ。流灯まつりお疲れ様。ポリオ募

金結構集まったようですね。 

折原（正）会員：折原（正）会員：折原（正）会員：折原（正）会員：細井会員：小柳会員：細井会員：小柳会員：細井会員：小柳会員：細井会員：小柳会員：    お客様ようこそ！ 

落合（喜）落合（喜）落合（喜）落合（喜）会員：会員：会員：会員：    4 日の流灯まつりは凄く人見が多くにぎや

かだった。募金も 13 万円以上と大変多く頂き良い年でし

た。さすが令和元年だネ。（8/1 に 82 歳になりました。）    

池田岩男様：野口（久）会員：宮田池田岩男様：野口（久）会員：宮田池田岩男様：野口（久）会員：宮田池田岩男様：野口（久）会員：宮田会員：会員：会員：会員：井上会員：井上会員：井上会員：井上会員：    

中野会員：中野会員：中野会員：中野会員：塚会員：小川会員：宮田会員：塚会員：小川会員：宮田会員：塚会員：小川会員：宮田会員：塚会員：小川会員：宮田会員：真中会員真中会員真中会員真中会員    

折原（弥折原（弥折原（弥折原（弥）会員：）会員：）会員：）会員：五十嵐会員：五十嵐会員：五十嵐会員：五十嵐会員：お客様ようこそ。    

本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル        

スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額 ３７，５３７，５３７，５３７，５００円００円００円００円 

スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額 １９６１９６１９６１９６，００，００，００，００００００円円円円 

スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額    １，３１，３１，３１，３００，０００円００，０００円００，０００円００，０００円    

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 
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