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第２５６１回例会 ２０２０年７月２３日 休会
第２５６２回例会 ２０２０年７月３０日
点鐘
折原（正）会長
ロータリーソング
それでこそロータリー
お客様紹介 第 6 グループガバナー補佐 菊池 圀光様
補佐幹事 斉藤 義則様
庄和 RC 会長 小川 隆様
庄和 RC 幹事 萩原 正様

会長あいさつ

折原（正）会長

本日は、菊池ガバナー補佐、斉藤補佐
幹事、庄和 RC 小川会長、萩原幹事ようこ
そお越しくださいました。今日の予定では、
公共イメージの動画「みらいの扉」を皆で
視聴する予定でしたが、残念ながらスピーカーの調子が
良くないということで日を改めてということになりました。
本日はどうぞ宜しくお願い致します。

幹事報告


野口（美）幹事

公共イメージ部門より、8 月 22 日
（土）ZOOM 開催の部門セミナーの案
内が届いております。



社会奉仕部門より、令和 2 年 7 月九
州豪雨災害義援金協力の案内が届いております。



地区事務所より、令和 2 年 10 月 5 日（月）プレス
テージ CC にて開催される「地区大会記念ゴルフ
コンペ」の案内が届いております。

お客様挨拶

6G ガバナー補佐 菊池 圀光様

1 年間宜しくお願い致します。昨年度 3
月からガバナー補佐としての様々な会
議が予定されておりましたが、すべて中
止となりました。ロータリーとしてもこのよ
うな事態は初めてなので、地区としても
模索しながらやっているところです。

私は 74 歳ですが、今まで PC、スマホなどほとんど
手にしたことがありませんでした。しかし、RI が ZOOM
を使用してのセミナーや会議を推奨しているので、私も
ノート PC を購入し、これを持ち歩いて若い人に色々聞
きながらチャレンジをしているところです。中里ガバナ
ーから、今年度は会員増強維持に力を入れてください
と言われております。テレワークを若い人から教わるこ
とで、逆につながりができるのではと期待しています。

お客様挨拶

補佐幹事 斉藤 義則様

菊池ガバナー補佐の下で 1 年間幹事を
務めさせて頂きます斉藤と申します。
私は若い時に 10 年間このさいしん杉
戸支店におりました。当時とは随分と変
わってしまっておりますが、懐かしく思い
ます。私が杉戸支店で最初に担当をさせて頂いたのが
細井自動者の細井会長です。当時は大変お世話にな
ったことを思いだします。
今年度、補佐幹事を引き受けることになり、菊池 G
補佐が動きやすいように補佐として務めて参りたいと
思っております。グループゴルフや IM などご協力をお
願いすることがあると思いますが、どうぞ宜しくお願い
致します。

お客様挨拶

庄和 RC 会長 小川 隆様

杉戸町は庄和町と似ているところが多く
あります。人口やイベント、庄和町は大凧
まつり、杉戸町は流灯まつりなど、また道
の駅、商工会の数などもほぼ同じです。
しかしクラブ会員数は何故か倍も違います。この違い
は何なのか？どうして若い会員が多く入会するのか？
この機会に少しでもヒントを持ち帰らせて頂きたいと思
います。どうぞ宜しくお願い致します。

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

会員卓話

庄和 RC 幹事 萩原 正様

今年 2 月フラールガーデンで開催致しま
した庄和 RC30 周年では大変お世話にな
りありがとうございました。コロナの影響

クラブの短所
・若い会員が多いため、出席率が低い
・ロータリーに対する情報の少なさから認識が不足して
いる。

で開催を危ぶまれていましたが、ギリギリ

・出席率が低い。

開催することができました。実行委員長と

・身近で頼れる存在であってほしい。

してこの場を借りてお礼申し上げます。

・奉仕事業の少なさ。

私はこの間会長を受けたばかりですが、今年度は

・女性会員が少なすぎる。例会出席率が低い。

幹事として小川会長を支えることとなりました。1 年間

・例会の出席率が悪い。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

・not fault！

クラブビジョン・戦略計画について

折原（正）会長

本年度、中里ガバナーは地区運営方針として「クラブ

・現時点では見つかりません。
・女性会員が少ない。

のビジョン・戦略計画の策定」をチャレンジ目標として

・熱心な会員と、そうでない会員の温度差がある。

掲げています

・もう少しクラブのステータスを上げた方が良いかも。

先般皆さんにアンケートをお願いしましたが、その集
計をまとめたので発表致します。

地域社会をどのように感じるか
・高齢化が進み、町の存続も不安。
・世代交代の難しさ。
・高齢化社会の進行と商業の衰退。
・人口減で活気がない。高齢化率が高い。
・平和で安全ですが、特色がなく廃業する会社が多い。
・人口減少・後継者不足。
・現職議員が 2 人、町長が 1 人いるんだから課題をあ
がる例会をやりましょう。
・行政のビジョンを共有し、住民の希望に沿うクラブの

クラブの長所

活動。例）町の美化、エコバックの推進や、若い人が

・人数・規模・年齢が丁度よいバランス

住みたい街づくり

・青・壮・老年がそろった会員数的にも中堅的なクラブ
・各年代のバランスが良い
・地域社会との連携が取れている

・祭りや花火などで結束している姿は感動しますが、商
店街の復活は難題。
・老齢化が進んでいる。空き家が多い。外国人移住者

・大先輩方が柔軟。地元愛が強い

が増えた。（課題として）駅前開発、 工業地帯発展。

・very good.

ビジネスホテルが無い。

・50％の出席率。1 回も来ない会員はいない
・見識が広く、話題豊富で、明るく元気な人ばかり。
社外に相談できる人がいる。

・現状は分かりませんが、地域の課題を例会で取り上
げることにより郷土愛を持ち活動することが出来る。
・一時期人口が増えたが、現在は少子高齢化隣の宮

・事業に協力的な方が多い。

代町も同様なので、合併などを視野入れるべき頃宮

・会員世代が幅広い。

代の会員も 1 名なので、会員増に繋げる機会になる

・幅広い年齢層が活動しており、会員数の推移もグル

かもしれない。

ープ内では安定している。
・クラブ合併後、うまく行っている成功例
・第 6 グループ最大の会員数で正に老・壮・青の調和
が計れている

クラブの目指す方向性について
・会員の年齢・性別などに隔たりがなく、皆さんに親し
みを感じてもらえるクラブ
・いざという時に頼りにされる存在、クラブ会員に相談

すると解決策を考えてくれる。

私がガバナーの時 RI 研修リーダーが会合の時に

・40 名前後でステータス性のあるクラブづくり。ステータ
スとは杉戸 RC にいることで誇りに思うこと。
・わかりません。

「これからロータリーはどんどん変わっていきますよ」と
言っていました。本当にその通りになりました。
クラブ戦略計画を先ほどやりましたが、これからは、

・地域社会に愛されるクラブ（自然に会員増強）

何かに特化したクラブにならなければならないですね。

・毎年多くの新入会員が入会、活気のあるクラブ。

オールマイティではなく、青少年交換をやるとか、職業

・拡大路線、少数精鋭どちらに舵をとるのかが重要で、

奉仕に力をいれるとか、そのクラブの特徴や強みを持

何かの事業に特化したクラブ。

つことです。そしてそれが、戦略や方向性を決めるうえ

・RI や地区からの「何とか活動資金」を活用したら良い
と思います。以前、その手続きの煩雑さに閉口し、
簡素化を希望します

で重要な鍵を握っていると思います。

7/30 開催 ZOOM 報告
音声トラブルが続きご迷惑をおかけしております。次回

・会員数の安定を保ち、直面する課題に取組む。

はデバイスを減らしてシンプルなシステムでトライします。

・予期せぬ事態（今回のコロナなど）にも対応出来る例
会実施・連絡体制の強化。
・地域密着継続。派閥が無いクラブ。
・少しづつ世代交代を行い、老壮青のバランスが取れ
たクラブ。
・誰もが発言できるクラブ。
・このコロナ禍でロータリーは大きく変わるはずで 115
年間変わり続けて今があるが、これからの 1～2 年
で大きく変わるであろう。しかし、基本的には人々が
構成するもので温かい血の通った自利・他利である。
「労他利倶楽部」

7/30 出席報告

仁部会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

43

21

22

0

（7）

65.12%

スマイル報告

折原（正）会員

菊池 圀光様：小川 隆様： 宜しくお願いします。
斉藤 義則様： 1 年間宜しくお願いします。
萩原 正様： 庄和 RC 幹事です。杉戸 RC の皆様 1 年間宜
しくお願いします。

折原（正）会長： 菊池ガバナー補佐、小川会長、萩原幹事、
斉藤補佐幹事、ようこそ。

田中（昌）会員： 庄和 RC 様、本日はありがとうございます。
矢島会員：真中会員：宮田会員：関口会員：

会員報告

関口会員

2002～03 年度私がガバナーの時、
菊池さんは庄和の会長でしたね。当時
ロータリークラブを漢字に当てはめてみ
ました「老多利倶楽部」。これでは老人
会になってしまいますね。（笑）それで
「労他利倶楽部」といたしました。一人一人が他の人の
立場に立ってものを考え、他の人の為に労力を惜しみ
なく注ぐ（奉仕・利他）人々が共に楽しむ（親睦・利己）
のために集まった団体という意味になると思います。

お客様ようこそ。

長岡会員： そろそろ梅雨明けでしょうか。
栗原会員： 菊池さん初め、庄和 RC の皆様ありがとうござ
います。

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

２１，０００円
６３，０００円
******

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

7/16 出席報告 (第 2561 回未掲載の報告です)

渡辺（良）会員： お客様ようこそ。コロナウイルスが早く終

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

わってくれないか、毎日忙しいのか、たいくつか、不思議

43

19

24

0

（5）

55.81%

な気持ちです。

スマイル報告

渡辺（孝）会員： 本日は早退します。

春日部イブニング RC： 本日はおじゃまさせて頂きまして、

真中会員： いよいよ有観客試合が始まりました。孝チャ

ありがとうございます。大変な年度になりましたが、本年も
宜しくお願いします。

三藤俊也様： 本日は伝統ある杉戸クラブにおじゃまさせて
頂きありがとうございます。幹事の伊澤はあいにく体調が
すぐれず欠席させて頂きました。その分顔だけ若い私ミト
ウが 2 人分頑張ります。

折原（正）会長： 春日部南 RC 三藤会長、春日部イブニン
グ RC 神谷会長、伊豆幹事、ようこそ杉戸 RC へ！

野口（美）幹事： お客様ようこそ、ありがとうございます。
本日も宜しくお願いします。

仁部会員： 神谷会長、伊豆幹事、三藤会長、ようこそ！
昼間だと夜と違って穏やかな紳士なんですね。また、豪快
な宴ができますよう、ご祈念申し上げます。

栗原会員： ロータリアンが、感染しているそうです。皆さん
気を付けましょう。

ン！今年も宜しくお願いします。

宮田会員： 今の方がコロナが近いですね。
田中（昌）会員：長岡会員：中川会員：荻原会員
お客様ようこそ。

武井会員： 久しぶりの例会出席です。折原会長、野口幹事、
一年間宜しくお願いします。

関口会員： 久しぶりのニコニコ。大変な時代となりました。
どうなるのでしょう。

矢島会員： お客様ようこそ。コロナ禍景気大失速となりま
すか。

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

３６，０００円
４２，０００円
******

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

【ZOOM を PC やスマホにダウンロードしてみましょう！ZOOM と検索してみてください】

