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奉仕の理想
渋谷会員

年度の初めとして、RI 会長の方針をご紹介致します。
ホルガー・クナーク RI 会長は「ロータリーは機会の扉を開
く（Rotary Opens Opportunities）」を RI テーマに掲げら
れ、ロータリーは無限の機会への招待であると述べられ
ています。テーマロゴの 3 色にも意味が込められ、ロイヤ
ルブルーとゴールドはロータリーと財団であり、クランベリ
ーレッドはローターアクトを表しているそうです。 ロータリ
ーに参加すれば世界中の友人たちとともに、より豊かで
意義ある人生への機会の扉を開いてくれる、そして私た
ちロータリーのあらゆる（奉仕）活動が、どこかで、誰かの
ために機会の扉を開くというロータリーの価値観の大切さ

✽

✽

7 月結婚祝

仁部親睦委員長

長岡成郎（8 日） 五十嵐貴博（18 日）

たしますということです。

石塚幹正（31 日）
渡辺良一会員

渡辺良一会員

2020-21 年度 地区運営方針のテーマは、「新たな機会
へのチャレンジで、クラブに活力を！」です。そして、地
区・クラブチャレンジ目標が 7 項目あります。

PHF マルチプル第 4 回

１．新規奉仕事業へのチャレンジ。

累計 5,000 ドル


「機会の扉は、無限に存在します どの機会の扉を開くか
会の扉を開きましょう」 地区はその取組を全力で支援い

野口美津夫（12 日） 五十嵐貴博(25 日)



2020-21 年度 地区活動方針は、RI テーマを受けて、
はクラブそして皆さん次第です。よりインパクトのある機

7 月誕生祝

R 財団寄付者表彰

を強調しています。

２．クラブのビジョン・戦略計画策定にチャレンジ

井上勝雄会員

３．女性会員比率 10％以上・若い世代の会員増強にチャレンジ。

PHF マルチプル第 4 回

４．世界ポリオデー・ポリオ根絶活動への支援にチャレンジ。

累計 5,000 ドル

会長あいさつ

折原会長

新型コロナウイルスによる休会で、新年
度からロータリー活動をどのように行って
いくのか心配でしたが、こうして皆様には
例会場に足を運んで頂き、または ZOOM
で顔を合わせることができ大変うれしく思
っております。一年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。

５．MY ROYARY への登録と活用にチャレンジ。
６．全クラブが「ロータリー賞」にチャレンジ。
７．地区チーム（ワンチーム）としての連携を強め情報を共有し
クラブ活性化の支援に全力を挙げることにチャレンジ。

杉戸 RC は昭和 46 年 3 月 30 日創立、同年 5 月 3 日に
認証されました。私はその間の昭和 46 年 4 月 13 日に生
まれました。今年度 50 周年を迎える節目の年に、こうして

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

会長を務めさせて頂けるご縁を大変光栄に思っておりま



7 月からの例会について

す。新型コロナウイルス拡大により、思うような奉仕活動

・例会の食事は 1 人 1000 円実費、差額はクラブ負担

ができないかもしれませんが、来年の今頃に、会長を務

・上半期に限り、スマイルは任意とする

めて良かったと思えるような 1 年間にしたいと思っており

・月末は適宜夜間例会とする

ますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。

・例会場では感染対策が不十分なため、飲み物は各

幹事報告


自持参か自動販売機を利用

野口（美）幹事

管理運営部門より、7 月 19 日（日）ZOOM で開催


されるセミナーの案内が届いております。



その他

会員増強維持部門より、8 月 10 日 ZOOM で開催

・各部門セミナーについて→ZOOM での参加

されるセミナーの案内が届いております。

・各団体への協賛金の承認→昨年度と同じ

地区より、ZOOM で開催される各部門セミナーの

・7/16（木）移動例会に春日部イブニング会長幹事

日程と事前準備のお願いが届いております。
セミナーは二部形式で、第一部は会長と委員長
第二部は、会長が指名した新会員になります。


・夜間例会は一人当たり 7,000 円に収め原則自己負担

新型コロナウイルスに対する埼玉県への支援金
ご協力のお礼と報告が届いております。

メイキャップ（神谷・伊豆）
・コロナ事業に関するガバナー月信原稿依頼あり
→戸賀崎会員

米山奨学生報告

コウ・イッセン

6/27 学友主催のバス旅行で、米山梅吉記念館へ行

募金総額：4,041,000 円、送金額：5,000,000 円（フェ

ってきました。米山事業の良い勉強になりました。

イスシールドマスク 5 万枚を 2020 年 5 月 14 日埼
玉県庁にて大野知事へ贈呈しました。


公共イメージ部門より、「地区事業の推進、クラブ
活性化」を具現化する YouTube 動画配信の案内
が届いております。

理事会報告

野口（美）幹事

8 月例会予定
6日
13 日
19 日
26 日


8月
結婚誕生祝・雑誌紹介・理事会報告
休 会（お盆休み）
移動例会（アグリパーク）予定
夜間例会（和泉屋）予定

さいしんドア当番について
今年度さいしんのドア当番は、委員会ごとに担当を
お願いすることになりました。各責任者は当日の欠
席を含め調整と選任を宜しくお願いします。
担当者（委員会）

責任者（委員⾧）

7

会⾧・幹事・エレクト・副幹事

折原正昭

。

真中会員

今年度初めての雑誌紹介ですが、7 月号が昨日の
時点で未配達だったので、別の資料を準備致しました。

月

8

雑誌紹介

管理運営委員会・会員増強退会防止委員会

渋谷忠明・田中昌夫

9

社会奉仕委員会

大作忠一

10

管理運営委員会・プログラムロータリー情報委員会

渋谷忠明・戸賀崎千夏

11

ロータリー財団委員会

渡辺良一

12

管理運営委員会・会報雑誌委員会

渋谷忠明・真中博克

1

職業奉仕委員会

中川定雄

2

国際奉仕委員会

中野恒明

3

米山記念奨学委員会

渡辺孝

4

管理運営委員会・親睦出席委員会

渋谷忠明・仁部前崇

5

青少年奉仕委員会

馬場茂明

6

会⾧・幹事・エレクト・次年度幹事

折原正昭・宮田雄一

本日はこちらを紹介させて頂きます。

ロータリーの地域雑誌の一つとして、日本では、
1953 年「ロータリーの友」が創刊されました。

『ロータリーの友』は 2014 年 1 月号から、『友』誌の購
読者（国内のロータリアン）に限って電子版の配信を始め
ました。毎月 1 日に最新号がアップされますので、ご活用
ください。

2020-21 年度計画書の追加・訂正お願い致します
ロータリー地域雑誌にも守らなければいけない規則
がいくつかあります。一つは、7 月号の表紙に、新年度
の国際ロータリー（ＲＩ）会長の写真を掲載すること。
そのほかにも、雑誌の内容の 50％はロータリー関連
の記事であること、年に 6 回は発行され、24 ページ以
上であることなどです。



P.10 メンバー表の田中啓司会員の事業所電話番号

凸版印刷㈱総合研究所 〒345-0046
担当部長

杉戸町高野台南4－2－3

印刷

Tel 0480-33-9072

携帯

Fax 0480‐33-9022

ロータリーの友には、『The Rotarian』の記事の中か



長岡会員 携帯 090-2657-7450 追加

ら、指定された記事を転載する義務もあります。毎月



別冊「杉戸 RC 定款・細則」細則の P.2 第 7 条

掲載されるものとしては、ＲＩ会長メッセージ、財団管理

第 1 節 入会金は、３万円とし、入会承認後、速やかに納

委員長のメッセージ、次回行われる国際大会の案内が

入すべきものとする。 →この 1 節はなくなりました

あります。これは、ロータリークラブの会員として、全世

7/2 開催 ZOOM 報告

界で共通して認識していてほしいことなので、ぜひ目を
通してください。

本日より、正式に ZOOM を導入しての第 1 回例会を行
いました。例会場での音声と ZOOM 参加側の音量に差が

『ロータリーの友』では、ＲＩ指定記事以外にも、『The

あることが分かりました。演台でのマイク音は例会場では

Rotarian』の記事の中から、世界のロータリアンの活動の

問題ないのですが、ZOOM 先では非常に小さいという報

様子や、クラブ運営をどのようにしているかなど、日本の

告を ZOOM の方々から頂きました。それは、演台マイク

ロータリアンの関心に沿うような記事を掲載しています。

用のスピーカーが事務所の後方であったことが原因だと

この他に横組みでは、特別月間に関連した記事や、ロ
ータリーが大切にしている活動を特集を掲載しています。

後に分かりました。 ZOOM 参加の方には、聞き取りにく
い状態で大変申し訳ありませんでした。
ZOOM を通常の使用方法で使用すれば音声に問題な
いのですが、例会場に来られない方々にも例会場の雰囲
気を感じて頂こうと、正面の演台と会員側を 2 台カメラで
映し出し、場面に応じて切り替えをしています（米山奨学
生のイッセンさんが操作をしてくれています）。少し離れて
いるのとマスクをしているので音も拾いにくいのですが、
実際にやってみないと分からないことが多く、トライ＆エラ
ーの繰り返しです。コロナに関しては、まだ安心できる状
況ではないので、会員の皆様には、例会場でも ZOOM で
も快適に例会に参加して頂けるよう努めて参りますので、

横組みが、国際ロータリーの方向性を意識した記事が
中心である一方、縦組みは、投稿記事を中心に掲載して
います。『ロータリーの友』が創刊された時の目的でもあ
る、日本のロータリアンの間で情報を共有したいという気
持ちを表わしているのが縦組みです。「友愛の広場」、
「私の一冊」、「アットワーク」などさまざまな投稿コーナー
があります。

今後ともご協力とご参加よろしくお願い致します。

