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第２５６７回例会 ２０２０年９月３日
点鐘
折原（正）会長
君が代・ロータリーソング
奉仕の理想
ロータリーの目的・四つのテスト唱和
9 月結婚祝

幹事報告


野口（美）幹事

第 2770 地区ローターアクト代表、社
会奉仕委員長より、9 月 12 日開催の
「アクトの日」卓話「新型コロナウイル
ス感染症に関して」の案内が届いて

渡辺 孝（23 日）

おります。

9 月誕生祝



深瀬英太郎（7 日） 茂田泰典(8 日)

セミナーの案内が届いております。

長岡成郎（10 日） 野口久正（28 日）

会長あいさつ

米山記念奨学部門より、9 月 26 日（土）ZOOM 部門

折原会長

本日も多くの会員の皆様に ZOOM と例
会場で参加をして頂きありがとうございま
す。先週は、久しぶりの夜間例会で、大



度推進大会中止のお知らせが届いております。

理事会報告

野口幹事

10 月例会予定

10 月

変楽しい懇親会となりました。しばらく

1日
8日
15 日
22 日
29 日

は、会員の事業所を応援するという趣旨
で行いたいと思いますのでご協力できる方は宜しくお願
い致します。
今月は、日本独自の「ロータリーの友月間」ということ
で、HP の友のあゆみから友の歴史をご紹介します。

杉戸町・宮代町暴力排除推進協議会より、令和 2 年



結婚誕生祝・雑誌紹介 理事会報告
公式訪問リハーサル（アクリパーク）
公式訪問（ 和泉屋 ）
ZOOM 例会（イッセンさん卓話）
夜間例会（高橋屋）18:00 点鐘

新入会員審議について
三井住友信託銀行 杉戸支店長 佐藤篤史様

1952 年 7 月、日本のロータリーが 2 地区に分割された
ことから、分割後も、お互いのことを知っていたいという思

昭和 41 年生まれ 千葉県在住

いで両地区に共通の雑誌の発行が決まりました。創刊号

理事会にて承認 9/10 入会式予定

は全て横組みだったそうです。後に、俳句や短歌の欄が



地区補助金事業について

できたので、部分的に「縦書き」のページも混在するよう

手指消毒液杉戸町へ寄贈 1L （1,628 円）×110 本

になってきました。横書きには、ＲＩ会長メッセージ、財団

・地区補助金 1300 ドル＠107（139,100 円）

管理委員長のメッセージなどの RI 指定記事があります。

・クラブ出資金 400 ドル以上＠107（42,800 円～）

また、他に世界のロータリアンの活動の様子や、クラブ運



海外クラブとのジョイントプロジェクトについて

営をどのようにしているかなど、日本のロータリアンの関

タイ・バンコクロータリークラブとのジョイントプロジェ

心に沿うような記事を掲載しています。横組みが、国際ロ

クトとして 1000 ドルの寄付

ータリーの方向性を意識した記事が中心である一方、縦

事業内容：タイの非政府組織 HIV/AIDS 在宅介護労

組みは、投稿記事を中心に掲載しています。

働者とボランティアのトレーニング、

※R 月間に基づき「友」についての説明をして頂きました。



10/5 日（月）地区ゴルフ 参加見送りで提出

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

真中会員

今月も電子版を介して皆様にロ

セミナー報告（公共イメージ部門）

田中（啓）会員

部門セミナーの第 2 部に出席を致しましたのでご報告

ータリーの友の紹介をさせて頂きま

致します。

す。ZOOM の方は共有画面からご

中里ガバナーはご挨拶の中で、「ロータリーの価値向上・

覧ください。

ブランディングとロータリーの友を読むこと」を薦められま



P.9 この人訪ねて「藤原郁三さん」益子 RC

した。

日本の陶壁制作の第一人者。東大小柴ホール、栃

木村-公共イメージ部門委員長からは、公共イメージ部門

木県立博物館、二条駅、など益子焼の里を拠点に

の活動として、①エリアで紹介する活動，②ポリオ根絶の

陶壁を全国各地に約 700 の作品を制作。

活動，③デジタル媒体の活用（ホームページの活用）の３

彼が益子 RC 会長就任の時、東日本大震災に遭い、

つが挙げられました。

大船渡に益子焼の皿や湯飲み 2000 セット、食料品

井原-RPIC/PDG から、「戦略計画と公共イメージ向上」に

を届けたということです。

ついて卓話がありました。戦略計画（長期計画）、中核と

P.20 ロータリーアットワーク「また帰ってきてね、ウミ

なる価値観、ビジョン声明、5 か年行動計画、キャンペー

ガメのために海岸清掃」串間 RC

ンの話の後、クラブで推進してもらいたいこととして、次の

古利根川の清掃は、杉戸高校や他団体でも駅前か

3 つが述べられました。







ら両隣の橋までは行っています。しかし、その先は

「キャンペーンについて考え、実施する」、「クラブの広

手付かずなので、是非ロータリーで行いたいと思い

報戦略について考える」、「地域社会でのクラブのイメー

ます。かつては、子どもたちが冬の河原を歩いてい

ジ向上を考える」。公共イメージを築くために行動を主体

る姿がありました。またそんな姿を見たいものです。

とした奉仕を行う際には、会員と地域社会の人々の安全

P.21「公園に寄贈した時計を取り換え」

と、地域社会のニーズを最優先すること、等の話でした。

東武動物公園駅にも昔時計があり、現役の頃私は

梶間-ロータリーの友地区委員から、ロータリーの友の魅

目安にしていたのですが、今はありません。

力紹介と投稿のお願いがありました。

少しでも時計が遅れるとクレームが来るので寄贈を

濱野-公共イメージ向上委員から、Facebook や YouTube

断っているそうですが、今は電波時計で狂うことがな

の登録のお願いと、「日本のロータリー100 周年」の特殊

いので、寄贈をしてみてはいかがでしょうか。

切手発売（9/18）のお知らせがありました。

P.24「小さなクラブでできること」隠岐西郷 RC
会員の酒造会社で、高濃度アルコール液を消毒液
の代用で隠岐広域連合に寄贈。新型コロナウイルス
感染症の収束を願い、小規模なクラブでもできた活
動の報告です。

会員報告

関口会員

本日は少し時間があるようなので、私
が「友」で気になったページをご紹介しま
す。「友」には RI 指定記事がありこれは地
域雑誌でも世界共通です。皆様も少し興
味を持って頂けると幸いです。



P.24「希望を次の世代へ～ロータリー希望の風奨学

※上記の記念シートは、大量でなければ杉戸郵便局

金～」「奨学生の実態報告」

で予約をしなくても購入できるそうです。事務局でも事

P.35 連載コミック「ポール・ハリスとロータリー」

務用に数枚を購入予定です。購入希望の方は、9/18

ロータリーもいよいよコミックか…と我々世代からす

までに事務局へご連絡ください。

ると、ちょっとがっかりな気もしますね。

ブライダルサポーター会議報告

大作（忠）会員

8 月 30 日に社会奉仕委員
長として、ブライダルサポータ

出席・スマイル報告

仁部会員

会員数

出席

欠席
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MU

出席率
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53.49%

ー会議に出席をして参りまし

折原（正）会長： 本日も多くの会員の皆様にご参加頂き感

た。ブライダル委員会とは、

謝申し上げます。残暑厳しいですので、ご自愛ください。

2770 地区が創立し他の地区

野口（美）会員： 先日の夜間例会は楽しかったです。自分

へ広がったオリジナル事業

は入会してから、新入会員歓迎会、音楽会後の懇親会と

で、少子化問題や未婚率出

まだ 3 回目です。これから、徐々に飲み会も復活できます

生率の改善にロータリークラ

ように！

ブとして正面から取り組んだ

真中会員： 今日は朝から病院で検査の予約をしてあった

事業です。

のですが、思い出したのは朝食が済んでお茶を飲んでい

クラブに一人新規ブライダル登録者を発掘し、野外懇親

る時でした。検査は来週に延期！認知機能検査 74 点の

会、個別グルメ会などのイベントを開催予定だそうです。

筈です。

また、登録者は、ロータリアンの紹介であれば社員やお

栗原会員： 午前中、議会に行ってきました。議会も人数制

知り合いの方など、どなたでも登録可能なのだそうです。

限してやっていました。これもスタンダードになれば良いと

9/3 開催 ZOOM 報告

思います。菅さんもあんまり関心なかったのですが、すご

本日は、カメラとスピーカーを大型会議用にグレードア

いですね。2 世じゃないのに、段ボール工場から総理大臣

ップしたことにより、より安定した ZOOM 例会となりました。

になるなんてすごいですね。夢がひろがります。真中さん

元 NHK 放送局長の日向会員からカメラワークや音声の

横書きすきになってください。

アドバイスも頂きました。
馬場会員は、出先から ZOOM 操作のために例会場に
駆けつけてくれました。ありがとうございました。
今後は移動例会での通信環境の改善に努めたいと思
います。皆様ご協力ありがとうございます！

渡辺（良）会員： 今政治が熱い！番頭が旦那になるのかな。
誰がなっても、後始末は大変だ。

大作（忠）会員： 東京六大学で総理大臣を輩出していない
のは、法政と立教。初めて菅さんが法政から総理大臣に
なるかも？

古川会員： ここの所、不安定な天気が続いています。コロ
ナの影響で私の心も不安定です。来週の定例会、アグリ
でお待ちしています。

日向会員： お久しぶりです。皆様お元気のことと存じます
が、まだ収束の兆しはありませんが頑張りましょう。

関口会員： 昨日杉戸町から長寿商品券が送られてきまし
た。80 才、90 才、100 才と 10 年に一度で次は 90 才、これ
は無理でしょう。

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

１６，０００円
１８２，０００円
******

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

