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点鐘
ロータリーソング

幹事報告
◼

告、千葉憲哉ガバナーより御礼状が

手に手つないで
馬場会員
馬場会員

第 2770 地区第 6 グル―プガバナー補佐 鶴見 裕様
春日部青年会議書 2019 年度理事長 岡田 太陽様

地域社会奉仕委員会より、九州北部
豪雨災害義援金ご協力の御礼と報

戸賀崎会長

ロータリーの目的の唱和
四つのテストの唱和
お客様紹介

栗原幹事

届いております。
◼

米山記念奨学部門より、2019 年 11
月 30 日（土）15:00～開催の米山奨学生カウンセラー
研修会の案内が届いております。

◼

公共イメージ部門より、世界ポリオデーイベントの御
礼が届いております。11 月 10 日地区大会 2 日目の

2020 年度理事長予定者 田中 寿興様

クラブ紹介にて、「タスキでつなごう！ROTARY END

2020 年度専務理事長予定者 平田 洋介様

POLIO！」の動画・写真が舞台上の大画面に映し出
されるとのことです。
◼

11 月 7 日の公式訪問について、若い会員は 11:30
からの会場設営を宜しくお願い致します。尚、クラブ
協議会は例年委員長のみが参加をしておりますが、
15:00 までに終わりますので、多くの会員に参加をし
て頂きたいと思います。

会長の時間

戸賀崎会長

本日は、今月 92 歳で亡くなっ
た国連難民高等弁務官を務め
た緒方貞子さんについて PP を
使ってお話しさせて頂きます。
彼女は紛争や貧困の現場に身を投じて解決策を探り、ま
た国際社会に訴えるその姿は多くの後進に影響を与えて
きました。緒方さんは 1927 年東京に生まれ、お父様が外
交官、アメリカや中国などで幼少期を過ごし、帰国後、聖
心女子大学文学部卒業しました。その後アメリカに留学し、
国際関係論修士号、政治学博士号を取得、1976 年日本
人女性として初の国連公使となり、特命全権公使、国連
人権委員会日本政府代表を務めました。
※緒方さんの功績やプロフィールを紹介して頂きました

お客様挨拶

春日部青年会議所

岡田太陽様

本日は例会の貴重なお
時間を頂きありがとうござ
います。昨年度はアグリパ
ークでの例会にお邪魔させ
ていただきました。過日の
総会におきまして、創立 55 周年の記念すべき次年度の
理事長予定者が承認されましたので、ご報告に参りまし
た。ご紹介させて頂きますのでよろしくお願い致します。
春日部青年会議所 田中 寿興様
常日頃より、春日部青年会議所の活動にご支援ご協
力を頂き感謝申し上げます。55 周年の式典の際には、是
非ともご出席賜りますよう心よりお願い申し上げます。本
日はありがとうございました。

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

お客様挨拶

第 6 グル―プガバナー補佐 鶴見 裕様

第 6 グループの公式訪問は杉戸 RC

栗原幹事： 会議所の皆様、今を楽しんでください。
鶴見 裕様： お世話になります。

さんが最後となります。これから 50 周年

関口会員： 鶴見ガバナー補佐ようこそ!! 下津谷さんの訃

を迎える杉戸 RC さんにこちらから申し

報に接し愕然。どうしましょう。

上げることは何もありませんが、いつも

田中（啓）会員： 今朝、首里城にはびっくりしました。1879

どおりの例会で結構だと思います。

年に最後の国王、尚泰が明治政府に明け渡すまで琉球

各クラブの公式訪問を回りましたが時間の長すぎるの

王国の政治文化の中心でした、残念です。

は困りますね。第 6 グループでは 2 クラブが 6 時間を超

日向会員： なかなか出られなくて申し訳ありません。

えました。ガバナーはその後に夜の公式訪問もあったの

渡辺（孝）会員： 来月、引越することになりました。

で大変だなあとは思いました。もう少し配慮があっても良

矢島会員： 一昨日三夫婦で、一泊のゴルフ。最年長 85 歳

かったと思います。

S15 年、16 年、17 年、18 年 2 月生まれの 4 人、妻との 6

正直なところ公式訪問では、各クラブどんな活動をして
いるのか充分には分かりませんでしたが、若い人達がま

人でした。あいにくの雨でしたが、夜は楽しい食事でした。
春日部 JC の皆様ようこそ、鶴見ガバナー補佐ようこそ。

とまっていて素晴しいクラブだなと感じることはありました。

武井会員： 青年会議所の皆さまいらっしゃいませ。

また、マイロータリーの登録について、杉戸クラブさんだ

矢島会員： 27 日参議院補欠選挙キケンします。

けが 100％を達成しているのでグループを引っ張ってくれ

野口（美）会員： ようこそ鶴見様、春日部 JC の岡田理事長

ていると思います。

田中次年度理事長、及び平田次年度専務理事、本日も

各種報告

宜しくお願い致します。

◼
◼

渡辺孝会員が引越により自宅住所が変わりました

古川会員： 大変お忙しい中、第 6 グループガバナー補佐鶴

〒120-0025 足立区千住東 2-21-30

見様、春日部商工会議所理事長、岡田様、次年度理事

2019 年 11 月 9 日～10 日地区大会が開催されます

長田中様、次年度専務理事平田様、本日はお越し頂きあ

10 日は越谷コミュニティセンター 大ホール 12 時登

りがとうございます。11 月 3 日アグリパークで産業祭が行

録クラブ紹介ではポリオ T シャツを着用しますので皆

われます。是非ご来園ください。

様のご協力よろしくお願い致します。

荻原会員： 現場からで作業服ですみません。
大作（忠）会員： 先の豪雨うでは地下神殿（春日部）が機能
したようですね。

古谷（松）会員： お客様ようこそ、下津谷さん残念です。
11/3 産業祭宜しくお願い致します。

折原（正）会員： ハロウィーンですね、コスプレしている人
が増えましたね。ガバナー補佐鶴見様、青年会議所の皆
様ようこそ。

大作（貴）会員： 下津谷さんの笑顔が目に焼き付いていま
す。悲しいです。

渡辺（良）会員：田中（昌）会員： 客様ようこそ。
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戸賀崎会長： 第 6 グループガバナー補佐鶴見様、春日部
青年会議所の皆様ようこそ。下津谷会員にもう写真を撮
って頂くこともなくなってしまいました。下津谷会員への感
謝と共にご冥福をお祈りいたします。

馬場会員：中野会員：真中会員：宮田会員

本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

３９，０００円
５０５，０００円
１，３００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

