














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 原田晃博    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：第２・３・４木曜日  

幹事 津多一幸  事務所：さいたま市岩槻区本町 3-8-2-203 ℡048-758-0680 FAX048-758-0681  

       http://www.iwatsuki-rotaryclub.jp  E-mail:info@iwatsuki-rotaryclub.jp 

 

◆次回の例会◆ 平成３１年６月２０日(木)     原田年度最終例会      点鐘 18 時 00 分 場所 ふな又 

 

皆様こんにちは！今月もロータリー活動に 

ご理解、ご協力を戴き感謝申し上げます。 

いつも、ありがとうございます。 

 本日のお客様は、第４Ｇパストガバナー補佐 

の山形照之様（岩槻東ＲＣ）、清水常三様（岩 

槻東ＲＣ）です。ようこそ岩槻ロータリークラ 

ブにお越し頂きました。 

 本日の卓話講師は岩槻東RCのパスト会長であり、杉田電線

（株）会長の杉田政男様です。 

杉田会長との出会いはロータリークラブのバンコック世界

大会でたまたま私が岩槻東ＲＣの皆様とご一緒にさせて戴

きました。移動中のバスの中ではガイドブックを片手にノー

トに旅の感想等を書き込んでいました。パワフルな方という

のが第一印象でした。一人でも海外旅行に出かける方です。

そんな杉田会長の今までの人生を「卓話」でお願いしました。

去年にお願いしたところ、快くお引き受けて戴きました。杉

田会長は御年９２歳、杉田電線（株）は創業６６周年です。

山あり谷ありの人生を駆け抜けた半生を語っていただきま

す。杉田会長、よろしくお願いいたします。 
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「積極的に参加し、ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生を」

 

10月 24日の世界ポリオデーと、次年度の 

地区運営方針である「ポリオ撲滅活動から、 

クラブ活性化へ」のもと 1年間ポリオ撲滅活 

動を皆様に継続して頂くために、以下に掲げ 

ます事についてお願いしたいと思います。 

 

1   各クラブに 1から 2個ポリオ募金箱 

（ダンボール製）を配りたいと思います。必要個数 

をお知らせ下さい。 

（募金箱は地区に 2個、各グループに 1個あります。 

これを使っていただくことも可能ですが数に限りが 

      あります。また、各クラブ独自のものを使用されても 

かまいません） 

2 一般市民向けのポリオ撲滅活動啓蒙の冊子を作製い

たしました。ポリオ募金の時等に使用していただけれ

ばと思います。1クラブ 200から 500枚でと思ってお

ります。必要数をお知らせください。 

3 END POLIOステッカーを作成しました。こちらについ 

てはポリオ寄付に当てさせて頂きたいと思います。10 

枚あたり 1,000円以上（上限なしです！）でお願いし 

ます。 

（イベント時使用、日常携帯等に貼って頂く、自家 

用車に外から見えるように貼って頂く等で使用して 

いただければと思います） 

4 年間を通してポリオ撲滅の卓話を行いたいと思いま 

す。財団月間以外でも構いませんので申し込みお待 

ちしています。 

5 ポリオ撲滅のポスターを各クラブ例会場や会員各位

の事業所等で貼って頂きたく思います。My Rotaryよ

り好みの画像をダウンロードして使用して下さい。 

6 ポリオデー以外で地区のポリオ撲滅ビッグバナーの

貸し出しも行っています。イベント名、日程を記入し

お申込みください。 

7 アドボカシ―の推進をお願いします。（行政機関等に

挨拶時はポリオ撲滅についてお話お願いします。写真

等撮っていただき地区への報告お願いします） 
 

・ロータリー財団管理委員会 北清治委員より、「元ＲＩ会 

長ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン管理委員長と懇談のつどい」 

のご案内です。対象者の方には別途お知らせしています。 

・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、ハイライ 

トよねやま 231号が届きました。 

・大宮西ＲＣ、大宮北ＲＣ、大宮北東ＲＣより週報が届き 

ました。                   以上 

 

・次年度地区ポリオプラス委員長より、公共イメージ部門と

ポリオプラス委員会合同プロジェクト「タスキでつなごう！

ＲＯＲＡＲＹＥＮＤ ＰＯＬＩＯ！」についてのご案内です。 

会長挨拶       第 56 代会長 原田晃博 

本日のお客様 
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出席報告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

28 15 1 5 75.00％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 26,000 円 

年間累計額 630,000 円 

 

ビジター 

パスト地区幹事 山形照之様（岩槻東ＲＣ） 

杉田会員の卓話を聞きに来ました。宜しくお願い致します。  
岩槻東ＲＣパスト会長 杉田政男様 

お世話になります。宜敷くお願ひ申し上げます。 
岩槻東ＲＣパスト会長 清水常三様 

いつも大変お世話になっております。 

 
メンバー（50音順） 

岡野育弘  小田光司  菊地 廣  小林利郎   

鈴木 隆  関根信行  田中芳明  田畑寛樹 

津多一幸  出山知宏  中村 正  内藤 明  

原田晃博  増岡昌行  三浦宣之 

 🌼ご芳志ありがとうございました🌼 

スマイルＢＯＸより 

 

  

 

 

 

「 わが人生 」 

 

卓話講師  

杉田 政男 様  

(岩槻東ＲＣ第 36 代会長) 
 

 

経 歴 

昭和 3年 5月 10日 新潟県上越市生まれ 91歳 

昭和 20年 3月   東京工業学校 機械科 卒業 

昭和 28年 1月   杉田電線製造所 創業 荒川区東尾久 

昭和 40年 4月    隣家よりの火災により、岩槻工場完成 

昭和 47年      足利工場完成 現在に至る 

平成  5年     杉田電線株式会社にする。 

平成 15年      創立 50周年 社長交代 取締役会長就任 
 

昭和 47年     単発飛行機免許書交付 

昭和 52年          ホンダフライングクラブ会長 

(約 20年間) 

平成 10年から   日本工業大学 監事など就任（25年間） 

平成 15年     紺綬褒章 受賞 
 

ロータリー歴 

昭和 58年     岩槻東ロータリークラブ 入会 

平成 27年          岩槻東ロータリークラブ 会長就任 

平成 29年     岩槻東ロータリークラブ  理事 
 

本日は杉田様より創業からのご苦労や、奥様との結婚秘話、

また飛行機や母校の日本工業大学でのご活躍をお話し頂きま

した。貴重な卓話を大変ありがとうございました。 

 

発 行   会報・広報委員会   委員長 出山知宏  副委員長 藤澤洋介  委員 志水一雄 中村 正 

卓話 

 

 

 

親睦委員長 鈴木 隆 
6月 20日(木)夜間例会では、原田年度最終 

例会となっております。会長のご意向で、出 

席者の会費負担はございませんので、ぜひ多 

くの会員皆さまのご出席を宜しくお願い致し 

ます。 

 

次年度幹事 増岡昌行 
今年の岩槻まつり開催に伴いまして、例年の 

ごとく協賛金を広く募集中です。 

ご協力は、次年度小林篤社会奉仕委員長まで 

宜しくお願い致します。 

 

次年度職業奉仕委員長 関根信行 
次年度の年度計画書に掲載する会員の写真を 

刷新したいと思います。私の事業所において 

会員撮影会を開催させて頂きますので、ご案 

内致します。 

あくまでも任意ですが、ご協力のほど宜しく 

お願い致します。（無料） 

期間 2019年 6月 12日～19日 

時間 午前 9：00～12：00 午後 13：30～16：00 

場所 さいたまそうぎ社連盟本部（有）愛翔葬祭 

   さいたま市岩槻区本宿 224-1 📞048-749-7878 

 

委員会報告 

 

 

 


