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本日は、先般開催された会長幹事会の
報告をさせて頂きます。先ずは、2020 年 7

月九州豪雨災害義 援金報告 です が、

また、例年 10 月に開催されているグループゴルフです
が、10 月 28 日（水）千葉 C.C 川間コースにて開催を予定
しております。明日 18 日に関係者会議が開催されるので
正式な案内は連休明けになると思います。

幹事報告


ありました。

が届いております。


も ZOOM 例会を行っているクラブは多くありません。第 6
グループでは杉戸 RC のみとなっています。
また、11 月 14 日～15 日開催予定の地区大会ですが、
現時点では、ハイブリッドでの開催を進めているそうです。
14 日ロイヤルパインズ浦和、15 日川口総合文化センター
リリアで開催予定です。詳細は後日ということでした。

職業奉仕部門より、2020 年 10 月 30
日（金）開催の講演会（夜話会）の案

そして、国際ロータリーでは、コロナ対策として ZOOM
例会、ハイブリッド例会が推奨されていますが、地区内で

杉戸町商工会より、令和 3 年杉戸町
新春賀詞交歓会の開催中止の案内

2770 地区の総額 2,466,306 円のうち第 6
グループは 173,000 円であったと報告が

野口（美）幹事

内が届いております。


社会奉仕部門より、2020 年 7 月九州豪雨災害義
援金協力のお礼と報告が届いております。
義援金総額 2,466,306 円
地区より熊本・大分 2,000,000 円 福岡 500,000 円
7 月 31 日送金と報告がありました。

会員卓話

関口会員

私は、ロータリー文庫運営委員会の
顧問をしております。この委員会は、50
年前、『ロータリー日本五十年史』編纂
にあたり収集された資料約 2,000 点を、
「ロータリー資料室」とし 1970 年 11 月に
公開したのが前身で、1973 年 9 月に現名称に改称さ
れました。
文庫の運営は、9 人の運営委員、2 名の監査委員で
構成されている運営委員会によって行われています。
運営委員ならびに監査委員は、日本の 34 地区から順
次選出されたパストガバナーです。元運営委員長は顧

そして、コロナの影響で今年度 9 月から始まった公式

問、相談役として運営に参画しています。事務所が東

訪問ですが、第 6 では 9 月 23 日に庄和 RC、2 番目に 10

京にあるということで、比較的近い地区のパストガバナ

月 15 日杉戸 RC になっています。最後の春日部 RC は 2

ーが委員長になっています。私も 2016 年から 3 年間

月にずれ込んだということです。
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

委員長を務めました。春日部西の三國 PG も 3 年先に

が便利になると商売が妨げられると恐れたのである。

運営委員長になるそうです。

また、電話が発明されたときは、創始者が逮捕された。

ロータリーの友の創刊号が、今月号の P.21 に載って

リーパー（刈り取り機）を発明したときは、農夫達は失

いますが、赤い富士山の絵が描かれています。この創

業を恐れ彼を殺そうとした。思想と行為の普遍的自由

刊号はロータリー文庫にも 1 冊しかありません。私は

を獲得するためには長い間の動揺と闘争と流血が必

この創刊号をコピーしてもらい手元に持っています。ペ

要であった。新しい思想、生活、産業手段が受け入れ

ージをめくってみると、先ずは、広告ページです。当時

られるためには、大衆の雅量が必要であった。とか書

は広告料で作られていたんですね。

かれています。そして、最後に各業者が自己以外の職
業への「他を受け入れる心」と同情と理解が我等がロ
ータリー精神であると括っています。

セミナー報告（奉仕 PJ 部門）

栗原会員

奉仕 PJ 合同部門セミナーに参加を致
しました。「ロータリーに入るのは簡単だ
が、ロータリアンになるのは難しい」とい
う言葉が印象に残りました。品格を持つ
創刊号にあたって、当時の手島 RI 理事が「第 60 地

ということですね。また、「自分の意見が

区、61 地区の親密な関係を維持し共同の目的を達成

通らずやめる会員が多い」とありましたが、居場所がな

するために」と寄稿しています。その中は、「凡そ物事

くてやめる人が多いのでは…と自分では思いました。

を始めること位六かしい（むつかしい）ものはないと思

私は、青少年奉仕のセミナーの参考に各部門セミナー

う。・・・」今の若い人にはきっと読めないような漢字が

に参加をしていますが、セミナーで印象に残るのは、こ

充てられています。

ういった生の声であるのだと実感致しました。

また当時は、日本は 60 地区（49 クラブ）と 61 地区
（34 クラブ）に分けられており、埼玉は 60 地区で川越

セミナー報告（奉仕 PJ 部門）

折原会長

ZOOM 部門セミナーは、1 部と 2 部に分かれていますが、

クラブしかありません。その後、熊谷 RC と浦和 RC が

最初は 1 部に会長幹事、委員長、2 部に新入会員となっ

作られました。

ていました。ところが、新入会員からの質問をクラブ運営

クラブニュースでは、川越クラブが報告をしていま
す。「川越 RC 会員はロータリーの歌にある通り、奉仕

に反映させるため 1 部 2 部が逆になったということです。

9/17 開催 ZOOM 報告

の理想に生きんとして、各々其交友関係を廣め内外の

本日は例会場で電波が安定しているの

理解親善平和に寄興せんとして努めて居ります。幸い

で快適な ZOOM だったと思います。本日も

にスポンサークラブである東京クラブの皆様の協力な

馬場会員操作をして頂きありがとうござい

る御後援も得まして、一層の内容充實に努力中で会員

ました。

一同元気に頑張っております。（中略）メンバーは目下

出席報告

30 名に過ぎないので 2、3 人の病気欠席がありまして

仁部会員

暑さ寒さも彼岸まで、ということで明日

も出席率に大きく影響してきますので、お互い気を揉

は 30 度以上の暑さとなるようですが、皆さ

む次第であります。（省略）」など出席率を非常に気に

ま最後の暑さを楽しんでください。セリー

している様子がうかがわれます。

グはジャイアンツの独走ですが、コロナ感

RI 記事からは、「前を見よ、目は何故前にあるか」
前方を見よ、2 重焦点を備えて前方へ向かって進むた

染症は 2 回表のコロナの攻撃が 2 アウト
となりました。いよいよ裏の我々の攻撃です。

めである。私たちが過去へ尊敬を持つのは、未来の生

会員数
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出席率

活のために他ならない。今から 100 年程前に、初めて
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鉄道が敷設される時、市会は拒否の決議をした。輸送

※今週は ZOOM 例会でスマイル報告はありません

