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第２５３７回例会 ２０２０年２月６日
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
2 月結婚祝

戸賀崎会長
奉仕の理想

幹事報告


イメイトチャリティゴルフ」の案内が届

仁部会員

野口久正（8 日） 折原正昭（18 日）

川口モーニング RC より、2020 年 4 月
6 日（月）プレステージ CC「第 28 回ア

仁部会員
真中会員

いております。


確定申告用領収書が準備本日配布致します。

理事会報告

平井浩司（22 日） 日向英実（23 日）

折原エレクト

3 月例会予定

矢島紀一（28 日） 中川定雄（28 日）

水と衛生月間/米山月間

2 月誕生祝

5日

小川勝之(8 日) 田中昌夫（8 日） 矢島紀一（11 日）

会長挨拶

野口（美）幹事エレクト

戸賀崎会長

本日は、国際ロータリー平和フェローシップについて
PP で紹介したいと思います。フェローシップとは、仲間で
あること。大学の特別研究員の地位がある。特別研究員



結婚誕生祝・雑誌紹介・理事会報告

12 日

卓話（AED：幸手中央 RAC 関氏）

19 日

中歴北区 RC 周年式典に振り替え

26 日

お花見例会（会場未定）

中歴北区周年事業について
新型コロナウイルスの影響もあり、渡航を 2/17 まで

に支給される奨学金のことを言います。

待って決定


3/26 お花見例会について
3 月夜間で外の会場は、寒くて長時間は厳しいという
ことで別会場を選定→会長幹事・親睦委員長に一任



次年度について
3/26～27： 会長エレクトセミナー（PETS）

ロータリー平和センターのフェローシップ奨学金は、平
和構築、紛争解決、紛争予防に貢献できる平和構築者

4/17：地区研修・協議会

の世界的ネットワークを築くことにあります。

5 月：次年度各委員長活動計画提出
6 月：年度計画書の作成

2002 年に創設され、毎年、ロータリー平和センター提

7/30： 公式訪問（夜間例会にて調整）

携大学（７大学）で学ぶ最高 130 名のフェローが世界中か
ら選ばれ、ロータリーからフェローシップ（全額支給の奨



その他報告事項

学金）が授与されます。ロータリーの平和へのアプローチ

・4/6（月）川口モーニング RC チャリティゴルフ

は、ロータリー会員による活動の 6 つの重点分野の一つ

・上半期会計報告 会報のトナー代が高いので、

です。

今後は、会報は希望者のみプリント

※国際ロータリー平和フェローシップについて、パワーポ

・ドア当番について 会長・幹事で 2 名程度指名

イントを使って分かりやすく説明をしていただきました。

11：40 から 30 分程度ドア番

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

雑誌紹介

渡辺（孝）会員

今月 2 月は、平和構築と紛争予防疾
病予防月間です。
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キドキの例会です。野口さん、幹事役ありがとうございま

発生した新型コロナウイルスによ

した。手洗い、ウガイ、マスクしましょうネ。

野口（美）会員： 本日も宜しくお願い致します。幹事代行が

的に流行した新型インフルエンザ、14 年にシリア・パ
キスタンなどで拡大したポリオなどがあると書かれて

んばります。

落合（善）会員： コロナウイルスが困ったものですね。日本
に来ないようにしたいネ。

関口会員： 永らく休みました。12 月 23 日～1 月 25 日まで

いました。改めてポリオ撲滅は難しいと感じました。

入院し、どうにか無事退院しました。これからはゆっくりと

P.7～15「特集 ようこそ、島へ！」日本の離島より 6

行きます。

島のクラブ（奄美中央・利尻・石垣・隠岐西郷・対馬・

折原（正）会員： 7/30 東京オリンピック女子卓球シングル

小豆島 RC）の活動内容と魅力を紹介されています。

ス準決勝当選しました。どうやらこの日は公式訪問の日ら

P.16 長崎のインターアクトの高校生が核兵器廃絶と

しいです。夜間例会にご理解とご協力をお願いします。

平和な世界の実現を目指す署名活動をし、ローマ教

小川会員： 長女が海外青年協力隊でブータン行くことにな

皇が長崎を訪れた記事が載っています。署名活動
は「ビリョクだけどムリョクじゃない」というスローガン

りました。

矢島会員： 関口 PG 退院おめでとうございます。これからも

だそうで素晴らしい言葉だと思います。

御指導お願い致します。2 月 11 日 78 歳、28 日 49 回目

P.19～21「活躍するロータリー平和フェロー」アメリカ

結婚記念日

人と日本人のハーフである西倉めぐみさんが、ロー

古川会員： 1 月 30 日夜間例会ではアグリパークを利用頂

タリーの平和フェローシッププログラムに参加するま

きまして有難うございました。今後も宜しくお願いします。

でのことが書かれています。先ほど会長の説明があ

武井会員： 関口さん無事におかえりなさい。お互い身体に

りましたが、ポール・ハリス没後 50 周年を記念してつ
くられたプログラムです。


出席

健機関（WHO）は 30 日夜、中国で

が緊急事態宣言を出したケースでは、09 年に世界



会員数

戸賀崎会長： 今日は、敏腕幹事の栗原さんがお休みでド

れる公衆衛生の緊急事態」と宣言した。過去に WHO



折原（正）会員

1 月 31 日の日経新聞で、世界保

る肺炎について「国際的に懸念さ



出席報告・スマイル報告

気を付けましょう。

渡辺（孝）会員： 新型コロナウイルスが、パンデミックになら

P.22「ポリオのない世界を想像しな

ないといいですね。

がら」ポリオデーにちなみ全国各地

渡辺（良）会員： 早くウイルス出ていく、ゴーン被告は帰る

でポリオ根絶のための活動が繰り

と、なりませんかね。

広げられ第 2770 地区の記事も掲

田中（昌）会員： 渡辺会員雑誌紹介ありがとうございます。

載されています。

細井会員： お先に失礼します。

※ほかにも多くの興味深い記事を紹介して頂きました

馬場会員： リクルートに行くため早退です。

会員報告

仁部会員： コロナウイルス心配ですが、私と中野会員はク

関口会員

12 月 23 日～1 月 25 日まで入院して
おりました。23 日から体調を崩し東埼玉

ラウンなので大丈夫かと・・・。2/4（立春）本格的に今年も
スタートです。

病院へ行きましたが、点滴をして帰ると

真中会員：井上会員：折原（弥）会員：中川会員

いうことを数日繰り返し結局入院するこ

本日のスマイル

とになりました。おかげさまで回復をし、
今月から復帰をすることができましたが
まだ本調子ではありません。これからは無理をせずに今
までよりゆっくり行きたいと思っています。

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

４３，０００円
７２４，０００円
１，３００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

