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第２５１８回例会
第２５１８回例会 ２０１９年９月２６日
２０１９年９月２６日
移動例会（和泉屋）
移動例会（和泉屋）
点鐘
ロータリーソング
四つのテストの唱和
お客様紹介

戸賀崎会長
それでこそロータリー
栗原幹事

さいたま大空 RC 幹事 阮 潔(ゲン ケツ)様
春日部南 RC 会長 鈴木 勝敏様

会長挨拶

戸賀崎会長
戸賀崎会長

本日は私が待ちに待った深瀬心羽さ
んの帰国報告会です。心羽さん、後ほ
ど宜しくお願い致します。
23 日ニューヨークの国連本部で「気
候行動サミット」が開かれました。スウェ
ーデンの環境活動家のグレタ・トゥンベリさん（16）が若者
の代表として登壇し「人々は困窮し、死にひんし、生態系
は崩壊している。それでもあなたたちはお金と、永遠に続
く経済成長という『おとぎ話』を語っている。よくもそんなこ
とが！（How dare you!）」と各国の指導者たちに警告しま
した。彼女がなぜ遠慮なくこのような強い言葉を言えるの
かというと、アスペルガー症候群なのだそうです。
本日は馬場会員からも先日の台風による千葉県の災
害状況などを報告して頂きます。宜しくお願い致します。

お客様挨拶

さいたま大空 RC 幹事 阮 潔様

本日はお世話になります。先月も流
灯まつりにお邪魔させて頂きました。私
は、中国浙江省出身です。知らない方も
多いと思いますが紹興酒の産地です。
私は 2014 年に来日し川口モーニングク
ラブで 2 年間米山奨学生でした。その時の部門委員長が
栗原さんです。私のクラブは創立 8 年目の若いクラブです。
本日は勉強させて頂きますのでよろしくお願い致します。

お客様挨拶

春日部南 RC 会長 鈴木 勝敏様
勝敏様

「 春 日 部 市 内高 校 野球 大
会」の PR におじゃまさせて頂
きました。今年で第 23 回目の
開催です。今回は庄和高校が
参加辞退となってしまったの
でポスターを刷り直さなければならなくなりました。皆様に
お配りする分は後日になりますが宜しくお願い致します。

職業奉仕委員会報告

馬場会員
馬場会員

私は日本青年会議所の関
東地区協議会の国土強靱・
防災減災委員会の委員長
を務めております。今回の
千葉台風災害につい発表さ
せて頂きます。
今日現在、県全体の被害の内訳は、全壊が 111 棟、半
壊が 1340 棟、一部損壊が１万 6818 棟、床上浸水が 57
棟、床下浸水が 68 棟となっています。
災害が起こってから支援までを説明致します。
9 月 9 日（月）未明に関東地区に台風上陸
7：00 関東地区エリアの県単位で青年会議所 LINE 連絡
8：00 各 8 都県単位の青年会議所から連絡→ 異常なし
9 月 11 日（水） 19：00 電話で千葉から SOS
20：00 緊急対策委員会が LINE グループで立ち上がる。
9 月 12 日（木） 6:00 必要物資１便のリストアップ完了
8:00 業者手配
9:00 県社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会へ経連絡
9 月 13 日（金） 2:00 埼玉ブロック協議会 支援品を搬入
4:00 関東地区協議会より 500 ｹｰｽ/24（12,000 本）出発
9 月 14 日（土）千葉から支援物資の要望が上がってくる
ブルーシート、土嚢袋 40,000 枚・・・軽トラ 4 台（人付き）

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

9 月 15 日（日） チェーンソー 5 台（9/17 納品）
9 月 19 日（木）支援物資の受け入れ終了
災害時必要なことは・・・
①勝手に動かない。まずは情報を集める。

出席報告・
出席報告・スマイル報告

折原（正）会員
折原（正）会員
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阮 潔様： 今日、深瀬さんの帰国報告も聴くことができ楽し

②被災地は、電話は繋がらないと思った方が良い。
③被災地の人々は現地作業で手一杯なので状況を伝達
する方が必要。

かったです。

鈴木勝敏様：
鈴木勝敏様： 本日は春日部市内高等学校野球大会の PR
させて頂きありがとうございました。

④日頃から地域間連携をすること。

戸賀崎会長： おおぞら RC ゲン様、春日部南 RC 会長鈴木

⑤勝手に物資を送らない。受入れられなくても怒らない。

様ようこそ!! 深瀬このはさん、待ちに待った帰国報告でし

⑥地元の社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会とは連携

た。ありがとうございました。馬場さん、千葉の現状の説

を取るべき。

青少年交換帰国報告

明をありがとうございました。

深瀬心羽さん

栗原幹事： ゲンさん遠いところありがとう。報告会見に行き

ベルギーでの留学生としての生活をご報告致します。

ます。真中さん例会忘れないでね。馬場君、青年会議所

この写真は私の留学生活を支えてくれた友達です。

の話生き生きしてたね、素晴らしい。

関口会員： 久喜のドコモへ行ったら、けんもほろろ。半分喧
嘩して帰って来ました。携帯長い年数使っていたのです
が、夕方に変えようかと思っています。

田中（啓）会員： 千葉県の停電は、電車や通信にまで影響
が及びました。24 日に復旧しましたが、元に戻すだけでは、
また同じような台風が来たら同じ様な被害が出ますね。減
災を考えないといけません。

田中（昌）会員：
田中（昌）会員： 明後日は、仙台で日韓親善会議です。
矢島会員：
矢島会員： 先週久しぶりに鬼怒川へ。40 代 50 代の同業の
経営者、彼岸の入りでしたが皆、関心ナシ。

野口（美）会員：
野口（美）会員： 宜しくお願いします。
仁部会員：
仁部会員： 毎日が忙しくて、温泉に行きたい気分です。
武井会員： いい気候になりました。
下津谷会員： 欠席でしたが、用件が早く終わったので出席
しました。

古川会員：
古川会員： お客様本日はありがとうございます。9 月 15 日
ポリオ募金と献血、ご協力よろしくお願いします。

折原（正）会員
折原（正）会員：
会員： 遅れてすみません。
渡辺（孝）会員： 卓話ありがとうございました。
大作（忠）会員：深瀬会員：新井会員： お客様ようこそ。
小柳会員：真中会員：長岡会員：
小柳会員：真中会員：長岡会員：野口会員：宮田会員：
会員：野口会員：宮田会員：
日向会員：馬場会員
私は今回の青少年交換プログラムに参加することができ
本当に幸せだと思っています。この経験で様々なことに
参加する意欲と自信を持つことができました。今ではどこ
の国へ行ってもやっていける自信があります。私を送り出
してくださった杉戸 RC の皆様に感謝申し上げます。

本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額

３５，０００円
３５，０００円
３６８，００
，０００
３６８
，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✽✽✽

