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第２５１５回例会
第２５１５回例会 ２０１９年９月５日
２０１９年９月５日
点鐘
君が代・ロータリーソング
四つのテストの唱和
9 月結婚祝

栗原会長代理
奉仕の理想

理事会報告

栗原幹事

10 月例会予定
10 月

武井会員

3日

中野親睦委員長
中野親睦委員長

結婚誕生祝・雑誌紹介・理事会報告

10 日

移動例会（米山本部事務局岩邊氏）和泉屋

9 月誕生祝

17 日

会員卓話（未定）

深瀬英太郎（7 日） 茂田泰典(8 日)

24 日

節食例会 ポリオデーの DVD 上映会

長岡成郎（10 日） 野口久正（28 日）

31 日

移動例会 公式訪問リハ 和泉屋

渡辺 孝（23 日）

会長挨拶

栗原会長
栗原会長代理



本日午前中議会傍聴してきました。

2020-21 年度青少年交換について
時崎候補生をクラブとして承認

先日の選挙で宮田君と仁部さんが当

一年間ホストファミリーを行う旨を家族は話している。

選しました。午前中宮田君の質問時間

カウンセラーについては折原エレクトと相談→承認

でした。地方自治は２元代表制です。



中歴北区 RC グローバル補助金について

町長も議員さんも住民によって選ばれ

栗原幹事より説明。打ち合わせができず一旦休止

る。しかし町長は町の執行部として政

状態→承認

策を実施します。他方それを監視するのが町議です。



私は娘に公務員になってほしいと思っています。それ
は公務員ほどその自治体の利益を考える仕事ははない

第 6 グループ事業
春日部西 RC 主催のポリオデー不参加→承認



第 50 周年事業準備委員会

と思っているからです。そのためにも議会での質問力が

栗原会員より一部役員・委員長（案）について提示

大切で、質問力によってそこで課題や問題を抽出しまち

本人承諾の上次段階へ

の方向性を考える大切な場となるからです。また自分た



ちは一票投じた人たちがどんな仕事をしているのか皆さ
ん興味ないのでしょうか。いつも不思議に思います。何を
基準に投票しているのでしょうか。以上会長の時間とさせ
ていただきます。

第 6G ゴルフコンペ組み合わせについて発表
反省会（大吉）で開催。中野親睦委員長に一任。



11/7 公式訪問について（会場スケジュール）
→会長幹事に一任

社会奉仕委員会

ロータリー財団寄付者表彰
ロータリー財団寄付者表彰

古川委員長
古川委員長

9 月 15 日（日）アグリパークで開催さ
第 4 回マルチプル

れます、ポリオ撲滅募金活動と献血活

落合喜彦会員

動のご協力よろしくお願い致します。午

第 7 回マルチプル

前 10 時から午後 3 時半までの活動に

下津谷忠男会員

なります。献血は一人でも多くの方にお

舟越芳郎会員

願いしたいので皆様のご協力よろしくお願い致します。

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

米山奨学生報告

コウ・イッセンさん

先日は、中国に帰省し久しぶりに小

スマイル報告

折原（正）会員
折原（正）会員

栗原会長
栗原会長代理
会長代理：
代理： イッセンおかえり。議会傍聴してきました。

学校の同級生に会うことができました。

宮田君が午前中、仁部さんが午後の出番です。

同級生のほとんどがこの夏で大学を卒

関口会員：
関口会員 ： 渡辺嘉一さん久しぶりです。お元気でなにより

業して就職する人や、修士博士の学位

です。

をとるためにアメリカに留学など様々な

下津谷会員：
下津谷会員： ある方から、ある仕事の打診があり大変うれ

チャレンジをする人がいてとても刺激になりました。
実家に帰り、母の手料理を久しぶりに食べることが出
来て嬉しかったです。家族は特に信仰している宗教はな

しく光栄でしたが寄る年波には勝てない旨申し上げました。
たまたまそこにいた穂刈さん「あら私と丁度二回り違うん
ですね」そうです、私にはドアマンがお似合いなんです。

いのですが、母は仏教に興味があり、何度か奈良に来た

矢島会員： 9 月ゴルフシーズン到来！

ことがあるのですが、今年の 11 月に東京国立博物館で

田中（啓）会員：
田中（啓）会員： 深海真菌といって、深海には未だ知られ

正倉院の宝物と法隆寺献納宝物展があるということで、

ていない菌がいるそうです。ガンを治す可能性のある菌も

11 月に日本に来るそうです。

見つかっているそうです。海をきれいにしましょう。

また、今月 16 日に、米山奨学生の学友会と共同で、
老人ホームでの奉仕活動をする予定です。 そのアトラク

真中会員：
真中会員： 大勝した後 4 連敗！いよいよ巨人の尻に火が
つきました。もう一度ドームに行って来ます。

野口（美）会員：
野口（美）会員： はじめてのさいしんの会場に来ました。宜

ションで私は司会を務めます。

雑誌紹介

渡辺（孝）会員

今月はガバナー月信の新入会員紹介

しくお願い致します。

古川会員：
古川会員： 9 月 15 日献血運動へのご協力よろしくお願いし

に田中啓司会員と野口美津夫会員が載

ます。

っていますのでご覧ください。

田中昌夫会員： 渡辺さん雑誌紹介ありがとうございます。

今月は基本的教育と識字率向上月間

荻原会員：
荻原会員： ごぶさたしてしまいました。

です。P.7 からの特集を見て行きたいと

武井会員：
武井会員： 先週のゴルフ大変暑い日でした。最後まで出来

思います。世界には貧困や紛争のため

て安心しました。

に学校に行けないこどもが約 1 億 2000 万人、大人になっ

落合(
落合(喜)会員： 流灯まつり依頼の出席です。不陽気で中々

ても文字の読書きが出来ない人が 7 億 5000 万人以上い

涼しくならないですネ。台風が次々と出て九州方面は大

るそうです。貧困の原因ともなるこの状況を改善するため

変ですネ。

にロータリーは世界各地で活動を行っています。（省略）


P.8 モンゴルの聴覚障害児に教科書を届けたくて



P.12～17 特集ロータリーの友月間 66 年目の『友』



P.18～2020 年国際大会開催地 ハワイ ホノルル



P.30～元青少年交換学生の率いるロイｔターチーム
（世界最大手通信社）ピューリッァー賞受賞

田中（昌）会員：
田中（昌）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!!

関口会員：
関口会員： 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： 最近、悩むことが多くて困ります。どうし
よう。

P.32 東日本大震災 復興支援「ロータリー希望の風

長岡会員：馬場会員：
長岡会員：馬場会員：折原（弥）会員：舟越
会員：折原（弥）会員：舟越会員：
折原（弥）会員：舟越会員：

奨学金」

中野会員：細井会員：渡辺
中野会員：細井会員：渡辺(
細井会員：渡辺(孝)会員



P.40 ポリオと闘う 40 年間（ザ・ロータリアン 9 月号）

本日のスマイル



P.43 ロータリープログラムに参加した若者を紹介す



る「ニュージェネレーション」


P.51 日本の地区別クラブ数・会員数一覧表

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

22

22

0

（11）
11）

50.00%
50.00%

スマイル本日投入額
スマイル累計額

２８，０００円
２８，０００円
３０３，００
，０００
３０３
，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✽✽✽

