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第２５１９回例会 ２０１９年１０月３日
点鐘
君が代・ロータリーソング
四つのテストの唱和
10 月結婚祝

戸賀崎会長
奉仕の理想

幹事報告
◼

栗原幹事

春日部西クラブより、明日のグルー
プゴルフのプレイ費用が消費税増

大作会員

税に伴い 15088 円から 16310 円に

中野親睦委員長

値上げになりましたと報告が届きま

舟越芳朗（16 日） 真中博克（16 日）

した。

高橋佑輔（18 日） 田中昌夫（20 日）

◼

関口博正（25 日）

東埼玉病院より、10/19 第 20 回市民公開講座の案
内が届いております。今話題のロコモ度チェックなど

10 月誕生祝

もやっているので是非行ってみてください。

渡辺良一（17 日） 細井勝保（22 日） 平井浩司（29 日）
中川定雄（27 日）

会長挨拶

戸賀崎会長

日本語を勉強するために留学する学
生がいます。彼らは留学ビザで入国す
る の です が 、ビザ 取得 時に は 、手数
料、日本語学校の初年度分などで 120
万円前後の費用がかかります。彼らは
大きな負債をかかえてやってくるので
働かなければなりません。しかし規定時間以上の労働は
強制送還されるそうです。彼らは返済のため深夜の交通
整理・ホテルの清掃など人手の足りない見えないところで

理事会報告
11 月例会予定
11 月

働かなければなりません。

7日

日本政府は母国からの仕送りがない留学生のビザの
発給を認めていません。しかし、現実には労働目的のた
めの〝偽装留学生〟にもビザを発給し続けている日本
政府に問題があるそうです。
米山奨学生など、コンビニなどで働ける留学生は日本
語ができるエリート中のエリートです。本来ならもっと貧困

折原（正）会員

◼

公式訪問例会（さいしん例会場）

14 日

地区大会振替（地区大会 9 日-10 日）

21 日

卓話（財団部門）幹事より要請

23 日

第 9 回杉戸町音楽祭（カルスタ）

28 日

11/23 杉戸町音楽祭に振替

公式訪問について

な学生を支援すべきという意見がありますが、米山奨学

ロータリーの目的唱和（プログラムに入れる）

会の活動を知るにつれ、大学生・学院生である優秀な奨

スーツ着用、ドアマン要請、新入会員入会式未定

学生を日本と母国の懸け橋になるよう育成することがロ
ータリーの使命なのではと思うようになりました。

◼

杉戸町音楽祭について
社会奉仕委員会中心に行う。

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

◼
◼

クリスマス例会について

スマイル報告

例会日変更 12/15→12/21（土）に変更

戸賀崎会長： あっという間に 10 月、日本でもインディアン

地区大会について

折原（正）会員

サマー現象。気候の急変は更年期にこたえます。

集合場所その他は、後日案内

栗原幹事： キャンプ中に居なくなった子どもはどこに消えた

委員会・セミナー報告

田中（昌）会員

7/20 奉仕プロジェクト 3 部門合同セミ

のでしょうか。怖いですね。堺の事件も早く捕まって欲しい
です。北もロケットマン再びです。

ナーに参加して参りました。第 1 部式典

折原（正）会員： 消費税上がりました。お客様から 2％も値

のなかで中村パストより「奉仕 PJ 実践に

上げしてと文句を言われます。国に言ってほしいです。

向けて」講演がございました。人生は削

下津谷会員： 早くも 10 月、78 歳の身、一日いちにちの重

るのではなく重ねていくものという素晴し

みを感じながら今日を送っています。

い講演でした。

長岡会員： 雑誌紹介ありがとう。

国際奉仕部門では、グローバル補助金の活用やその

中川会員： なかなか出られなく申し訳ありません。

例を紹介し、また国際奉仕活動（フィリピン・タイ）の事業

渡辺（孝）会員： 日韓親善会議で仙台に行ってきました。

紹介・各国の親善会議・来年のホノルル国際大会につい

田中（啓）会員： 10 月は経団連が定める企業倫理月間で

ての参加促進の要請がありました。

す。私たち一人ひとりが高い倫理感を持って行動しましょ

雑誌紹介

渡辺（孝）会員

今月のガバナー月信の財団・米山の

う。ちなみに倫理とは人が行うべき正しい道だそうです。

野口（美）会員： よろしくお願いします。明日のゴルフは頑

寄付者表彰に多くの杉戸 RC 会員が掲

張ります。

載されているので是非ご覧ください。

新井会員： 昨日、「東埼玉道路促進連絡協議会」に出席し

今月は地域社会の経済発展月間・米

霞が関に行ってまいりました。この道路は三郷～16 号庄

山月間になっております。まずは P.7 マロ

和インターまでの道路です。同行した国会議員の人たち

ーニ―RI 会長夫妻が来日し地域のロータリアンとの交流

を含め約 90 名で国道 4 号東埼玉道路の早期完成をお

が掲載されているのでご覧ください。

願いして来ました。

◼

P.19～21 モンゴルで強く固く結ばれた絆

◼

P.22 米山資料の岩邊事務局長が来週卓話に来訪

◼

P.24～27 ロータリー学友とロータリーの懸け橋

◼

P.28 地域社会の発展月間「地元の商店街を元気に」

◼

P.34～37「例会の服装、どうしていますか？」「必ず

荻原会員： ごぶさたしてしまいました。

スーツ？忙しいときは作業着でも OK？」各クラブの

武井会員： 結婚祝誕生祝の皆様おめでとうございます。

大作（忠）会員： ラグビー熱がすごいですねー。日本はこん

事例、意見が書かれていて面白い記事です。
◼

◼

P.38～39「ポリオサバイバーとしてロータリアンとして」

なに強かったかしら・・・。

田中（昌）会員： 渡辺さん雑誌紹介ありがとうございます。
週末から北海道に行きます。

渡辺様、雑誌紹介ご苦労様です。

関口会員： 仙台での日韓親善会議に出席してきました。こ

第 2770 地区小林ガバナーの記事が掲載されていま

のような時でもロータリーは別ですね。約 800 人位の人で

す。ポリオに罹患して、子を罹患させてしまった母の

した。牛タンはうまかった。

苦しみ、根絶の思いをロータリー活動にという流れで

矢島会員： 今月は予定が立込んでいます。楽しいですね。

記事となっておりますので是非ご一読を。

馬場会員：中野会員：荻原会員：細井会員：日向会員

P.42 第 7 回日台ロータリー親善会議福岡大会の案

折原（弥）会員：渡辺(孝)会員：大作（貴）会員：

内が掲載されています。2020 年 3 月 6 日（金）ホテ

本日のスマイル

ルニューオータニ博多にて開催されます。

出席報告

折原（正）会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

44

19

25

0

（12）

54.54%

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

２６，０００円
３９５，０００円
１，３００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

