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第２５２４回例会 ２０１９年１１月７日
歓迎!!小林ガバナー 公式訪問

幹事報告


栗原幹事

11 月 10 日（日）越谷コミュニティセ
ンターで開催される第 2770 地区大
会に参加される方は東武動物公園
駅に 10 時集合になります。会場近
くで食事をするので、現地に直接行
かれる方は幹事までご連絡ください。



杉戸町商工会より、令和 2 年 1 月 10 日（金）11:00 よ
りすぎとピアで開催される、杉戸町新春賀詞交換会

点鐘
君が代・ロータリーソング
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

戸賀崎会長
奉仕の理想
馬場会員
馬場会員

の案内が届いております。


本日公式訪問例会終了後に写真撮影があります。
クラブ協議会が 13:50～15:00 参加をお願い致します。

理事会報告

折原（正）会員

12 月例会予定
12 月

国際ロータリー第 2770 地区ガバナー 小林 操様

5日

第 6 グル―プガバナー補佐 鶴見 裕様
地区副幹事 黒田 幸英様

会長挨拶

戸賀崎会長

本日は、小林ガバナーお越しくださ
いましてありがとうございます。小林ガ
バナー在籍の越谷北クラブさんにはご



結婚誕生祝・雑誌紹介・理事会報告

12 日

移動例会（ｱｸﾞﾘﾊﾟｰｸ）年次総会実績報告

19 日

12/21(土)クリスマス例会に振替

26 日

休 会（年末年始）

1/2

休 会（年末年始）

11/9～10 地区大会について

縁があり、青少年交換でお世話になっ

出席者東武動物公園駅 10:00 集合

た方がたくさんおります。私の年度で

10:14 発に乗車 11:00 新越谷駅で食事

公式訪問に小林ガバナーをお迎えす



ることができ大変光栄に思っております。
皆様ご存じのとおり台風 19 号では大変な被害がありま

古川委員長より当日の担当等について説明


した。当クラブの小柳会員も事業所が寄居にあり、翌日
から東松山に会社を挙げて支援に行かれたそうです。ま

ストクラブとしては、とても誇らしいことだと思います。

ガバナー公式訪問について
当日の流れを確認



た、杉戸 RC の交換留学派遣予定の時崎君も埼玉親善
大使として現地にボランティア活動に行ったそうです。ホ

杉戸町音楽祭について

中歴北区周年事業について
田中国際委員長より進捗状況報告



次回年次総会において、次年度役員案を発表する
役員選出委員会を設ける（会長、幹事、次年度会長）

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

卓話

第 2770 地区ガバナー 小林 操様

この想いを地区のロータリ

2019‐20 年度第 2770 地区ガバナー

アンと共有したい。愛する人、

の小林操です。どうぞ１年間宜しくお願

愛する子供のためにこの人道

い申し上げます。クラブ公式訪問は、

的活動はピタッリです。クラブ

会員の意欲を高めクラブを支援するこ

で、ポリオを学び 、 貧困を考

とが主な目的ですが、先ず国際ロータ

え、社会的価値を計り、心が一つになれば、自然とクラブ

リーのテーマ、現状、地区テーマ、方

は活性化されるでしょう。

向性等についてお話をして行きたいと思っています。

皆さんのクラブは何をしますか。10 月 24 日一緒に世界

2019‐20 年度 RI マーク・ダニエル・マローニー会長はテ

ポリオデーに参加しましょう。第 6 グループの公式訪問は

ーマとして、「Rotary Connects the World （ロータリーは

杉戸 RC さんが最後となります。これから 50 周年を迎え

世界をつなぐ）」としました。これはロータリーのビジョンに

る杉戸 RC さんにこちらから申し上げることは何もありま

沿ったもので「私たちロータリアンは、世界で、地域社会

せんが、いつもどおりの例会で結構だと思います。

で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生む

各クラブの公式訪問を回りましたが時間の長すぎるの

ために、人びとが手を取り合って行動する社会を目指し

は困りますね。第 6 グループでは 2 クラブが 6 時間を超

ています」としています。ロータリアンは行動人であり、イ

えました。ガバナーはその後に夜の公式訪問もあったの

ンスピレーションと変える力を持っています。そしてロータ

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

リーを通じて世界で、地域社会で、職場上の機会で、支

かったと思います。

援を必要としている人々とつながっています。国際ロータ

正直なところ公式訪問では、各クラブどんな活動をして

リーはこのビジョンのもと、戦略的優先事項、年次目標が

いるのか充分には分かりませんでしたが、若い人達がま

示され、ロータリーの将来への道標を明らかにしています。

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。

ロータリーは変化を促し成長しています。日本の多く

また、マイロータリーの登録について、杉戸クラブさんだ

のロータリアンは、これはロータリーではないという話を

けが 100％を達成しているのでグループを引っ張ってくれ

聞きます。しかし皆さん、外を、世界に目を向けてください。

ていると思います。

国際ロータリーは柔軟性を助長し、開かれ、多くの人々に
近づき、世界を変える行動人になることを求めています。

クラブ協議会(13:50～15:00)

ロータリーでは、ポリオ根絶活動はすでに 30 余年にな
り、多くのイベントを開催し寄付を続けて来ました。99.9％
まで発症が減り、あと少しまで成果を上げてきましたが、
最後の最後がいまの現状です。ロータリアン一人一人の
気持ちが大きな力になり、ロータリーのレガシーを作るは
ずです。
2019-20 年度、想いを行動に、「ポリオ根絶活動からク
ラブ活性化へ」を地区方針とさせて頂きました。自分がポ
リオ患者であり、その痛みを、そして貧困から劣悪な環境
の中、運悪く障害を背負った子供たちを、親の気持ちを、
それを思えば、感じれば、そしてロータリアンなら、何もし
ない選択肢はありません。障害に対する同情をお願いす
るのではありません。世界を支える子供たちのために少
しでも多くの人たちに理解され、根絶すれば、ポリオに罹
った人たちは、もちろん、世界のお母さんに安心を与える

各委員会より実績報告と下半期の予定を発表、ガバナー

ことができます。

より現状に合わせたご指導を頂きました。

出席報告・スマイル報告

折原（正）会員

関口会員： 小林 G、鶴見 G 補佐、黒田副幹事、本日はご苦

会員数
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出席率

労様です。地区大会あと 2 日楽しみにしております。11 月

43

23

20

0

（12）

53.49%

3 日 4 日と下津谷さんの葬儀に出ましたが、まだもう少し

戸賀崎会長： 小林ガバナー様、黒田副地区幹事様、鶴見
ガバナー補佐様、我が杉戸クラブへようこそ!! 本日は貴
重なお話をありがとうございました。

栗原幹事： 小林ガバナー、鶴見ガバナー補佐、ありがとう
ございます。当社うしろの用水路にゴミを投げ捨てした犯
人が捕まりましたが、今日も 4 時から取り調べで通報した
方も大変です。

鶴見 裕様： お世話になります。
真中会員： 一昨日 78 歳の誕生日、クラブからプレゼントを
いただきありがとうございました。女房からハッシュパピー
の靴下、娘たちから G-ショックの時計、孫から肩もみ券 1
か月分いただきました。

大作（忠）会員： 流行語大賞候補に「笑わない男」が入った
のは笑えますね～。

田中（啓）会員： 先日、気象予報士の講演を聞きました。台
風の気圧はどうやって測っているか知っていますか？陸
上にある時は、直接測りますが、海上にある時は、気象

この世にいたいので、呼ばれないように頼んでおきました。

矢島会員： 小林ガバナー、鶴見ガバナー補佐ようこそ。ご
指導よろしくお願い致します。

武井会員： 公式訪問小林ガバナーご指導よろしくお願いし
ます。

中川会員： 産業祭では、お世話になりました。11 月 14 日
はテレ玉で出演 23 日は山梨放送、24 日は春日部温泉で
1 時間ショーを行います。

荻原会員： 田代まさし、しょうがないですね。
野口（美）会員： ようこそ小林ガバナー、ありがとうございま
す。本日も宜しくお願い致します。

新井会員： 小林ガバナーようこそ。
荻原会員： 現場からで作業服ですみません。
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： 小林ガバナー、鶴見ガバナー補佐ありが
とうございました。

衛星ひまわりの画像の見た目からだそうです。目からウ

中野会員：渡辺（良）会員：深瀬会員： ガバナーようこそ。

ロコでした。

小柳会員：井上会員：馬場会員：野口（久）会員

田中（昌）会員： ガバナー、ガバナー補佐よろしくお願い致
します。

仁部会員： ドアの窓から下津谷さんの笑顔が見えたよう
で・・・ご冥福をお祈り申し上げます。

渋谷会員： 小林ガバナー本日はありがとうございました。

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

３０，０００円
５３５，０００円
１，３００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

第２５２５回例会 ２０１９年１１月１４日
11 月 10 日（日）地区大会に振り替え

越谷コミュニティセンター 大ホール

