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事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ 
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Rotary Club of SUGITO 
杉戸ロータリークラブ週報 

2020～2021 年度 RI のテーマ 
Rotary Opens Opportunities  

 

会長 折原 正昭  幹事 野口美津夫 
http://www.sugito.club 

第２５７１回例会 ２０２０年１０月１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     野口幹事             

10 月結婚祝                 

佐藤篤史（2 日） 舟越芳朗（16 日）  

真中博克（16 日） 高橋佑輔（18 日） 

田中昌夫（20 日） 関口博正（25 日） 

10 月誕生祝            

渡辺良一（17 日） 細井勝保（22 日） 平井浩司（29 日） 

中川定雄（27 日） 

傷病見舞金・米山奨学生奨学金            

 

 

 

 

 

会長あいさつ                      折原会長 

最近では朝晩めっきり涼しくなりまし

た。本日から私もネクタイをして出社をし

ています。今月は米山月間ということで、

米山奨学会財団設立 50 周年記念限定

ネクタイをしてきました。日本のロータリ

ー100 周年ということで記念切手も発売されております。 

ご存じのとおり米山奨学事業は、将来母国と日本との

懸け橋となって国際社会で活躍する優秀な留学生を奨学

することを目的としています。より多くの奨学生を受け入

れられるようこの事業の理解を深めたいと思います。 

10 月に入り、ガバナー公式訪問や地区大会などロータ

リーの行事が着々と進んでおります。コロナ禍ではありま

すが、感染対策をしてご参加できる方は是非ともご協力

を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、世界ポリオ

デー啓蒙活動の案内が届いており

ます。END POLIO 特設ウェブサイト

に「ロータリーとポリオの歴史」「メッ

セージを広げるための資料」等の

資料が用意されているそうです。 

 青少年奉仕部門より、10 月 28 日（水）ZOOM 部門セ

ミナーの案内が届いております。 

10 月理事会報告                  宮田エレクト 

11 月例会予定 

 11 月 

5 日 結婚誕生祝・雑誌紹介 理事会報告 

12 日 移動例会（アグリパーク） 

19 日 11/15 地区大会に振替え 

26 日 バス旅行予定 

 第 6 グループチャリティゴルフについて 

クラブ負担金：50,000 円、 

会長賞：10,000 円  

参加費：3,000 円（自己負担） 

中野・五十嵐・野口（久）・新井・ 

武井・仁部・野口（美） ※9/30 現在 

 地区大会について 

11/14(土)P ガバナー、地区役員、会長など制限あり 

11/15(日)クラブとしての出席については後日案内 

 職業奉仕講演会（夜話会）10/30 締切り 10/20  

登録料 3,000 円（ZOOM 2,000 円） 

 11/26 親睦バス旅行について 11/26 千葉方面予定 

杉戸（8:30）→海ほたる→鋸山ロープウェイ（湾一望） 

→金谷（食事：浜焼き・肉・海鮮丼など食べ放題） 

→三井アウトレット木更津→杉戸（18:30） 

登録料 1 名 10000 円前後 後日案内 



 新入会員情報について 

東武観光(株)杉戸営業所長（渡辺圭一） 

 手指消毒液杉戸町へ寄贈（10/1 後日寄贈式あり） 

・1L （1,628 円）×110 本（179,080 円） 

セミナー報告（米山記念奨学部門） 渡辺（孝）会員 

9/26 開催の ZOOM 部門セミナーに参

加致しました。米山記念奨学会は、東京

RC の米山梅吉の功績を称え 1952 年に

始まった日本独自の事業です。勉学、研

究を志して日本に在留している外国人留

学生に対し、奨学金を支給し支援する民間の奨学団体で

すが、世話クラブ、カウンセラー制度が特徴です。そして、

奉仕の精神、ロータリー精神を学んで頂き、将来母国と

日本との懸け橋となり国際社会で活躍することを期待し

ています。奨学生の選考は、人物や学業成績、熱意やコ

ミュニケーション能力を基準としています。世話クラブの

選考基準は、クラブの寄付総額ではなく、米山の理解を

得た会員一人当たりの寄付額となります。 

セミナー報告（米山記念奨学部門） 野口（美）会員 

米山部門セミナーに出席を致し

ました。第 2 部ではモンゴルやマ

レーシアの学友会、地区学友会、

さいたま大空が参加したディスカ

ッションが行われました。また学友会の紹介や活動報告

がありロータリーと米山の関係について大変勉強になり

ました。また、このような機会がありましたら、是非出席し

たいと思います。 

青少年交換帰国報告会   栗原青少年交換委員長 

青少年交換留学生 15 名

の帰国報告会がありました。

本来なら 7 月頃に帰国する

予定が、今年はコロナの影

響で 3 月～5 月に強制的に帰国致しました。青少年交換

は、ロータリーの金字塔と言われる事業ですが、近年で

はホストクラブやファミリーが見つからないことで難しい事

業となっています。しかし、ロータリアンの子弟が唯一参

加できる事業でも

あります。今後と

もご理解とご協力

を得て続けていき

たいと思います。 

雑誌紹介                             真中会員 

今月も電子版を介して皆様にロータリ

ーの友の紹介をさせて頂きます。ZOOM

の方は共有画面からご覧ください。 

 縦 P.4～8「地域と共に歩む経営」 

・なぜ地域密着戦略なのか 

（経営戦略の 4 つのポイント） 

・地域と共にどのように歩んでいるか 

・地域興しにとどまらず地域残しに 

など、興味深い内容ですので是非ご一読を 

 縦 P.13 卓話の泉より、「いびきに注意」 

無呼吸症候群の原因と対策、治療などが書かれて

います。酸素が足りなくなり、心臓病、脳卒中などの

合併症を引き起こします。こちらもご一読を。 

 横 P.7「コロナ禍での自然災害」各地からの思いをつ

なぐ（熊本豪雨災害でのロータリークラブの支援物

資、奉仕活動が書かれています） 

 横 P.13～17「よねやまだより」米山月間にちなんで 

各国のよねやま親善大使紹介、米山奨学会の資料

が掲載されております。 

会員報告                      佐藤篤史会員 

 昨日、人事異動の発令があり、杉戸支

店から東京本店に異動となりました。9 月

10 日に入会式を行っていただいたばかり

なのに非常に残念で心残りです。私の代

わりに後任の木村（支店長）が、入会させ

て頂く予定となっておりますので、宜しくお願い致します。 

10/1 開催 ZOOM 報告                            

 本日もほぼ問題なく通信できました。演台の画面が暗

いのは、演台上の蛍光灯が古くなって点滅し画面がちら

つくので蛍光灯を消してしまったからです。次回は蛍光灯

を新しいものに交換致します。 

雑誌紹介ではイッセンさんが、新しい機能を使って雑

誌紙面にリアルタイムでアンダーラインを引くワザを使っ

てくれました。 

 

 

 

 

 

 



出席・スマイル報告                仁部会員 

会員数 出席 欠席 免除 MU 出席率 

43 23 20 0 （10） 53.49% 

折原（正）会長： すっかり秋らしくなりました。今や高級魚と

なってしまったサンマを食しながら秋を感じております。 

野口（美）会員： ようやく涼しくなりまし たね。今日も

Facebook 用の皆さんの笑顔を撮らせて頂きます。本日も

宜しくお願い致します。 

真中会員： グループゴルフ、久しぶりにプレイが出来ると

思っていましたが、どうしても外せない用事が入っていま

す。スミマセン！ 

栗原会員： 日向さんの言った通り、今日は会場全体を映し

てみました。今度のバス旅行楽しみです。ハイボール 1 ケ

ース寄付します。 

渡辺（良）会員： 某議員の発言。「女性はいくらでもウソを

言える」とか、「政治家はいくらでもウソを言える」の間違

いではないですか。 

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？ 

戸賀崎会員： 久しぶりに例会場に来ました。ドア当番きっ

ちり務めました。顔を合わせられるのはいいですね。 

関口会員： 10 月 1 日より、酒税の改定があり、上がるもの、

下がるものありで、酒屋さんは税務署へ出す書類で大変だ

ろうと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中会員：宮田会員： 真中会員、雑誌紹介ありがとうござ

います。 

矢島会員： 1 久しぶりの例会出席、この 2 ヶ月で年齢をし

みじみ感じました。本日早退します。※矢島会員より見舞

金を全額スマイル寄付して頂きました。 

仁部会員： 昨日、昌平野球部が春季県大会、初優勝しまし

た。初めて優勝旗が杉戸へ来ました。関東大会も勝ち進

めば甲子園です。 

田中（啓）会員： 先日 90 歳になる母が白内障の手術をしま

したら「壁が白かったのね」と言いました（笑）。テレビも映

りが悪いと買い替えを予定していたらよく見えるそうです。

白内障は悪くなる前に手術をした方がいいそうです。 

佐藤会員： バス旅行行きたかったです。 

大作（忠）会員： 本日は理事会に出席できずすみません。 

古谷（豊）会員：  最近は出張が多く、先日は京都に行って

きました。連休の 4 日間だけ人が多く、その後は閑散とし

ているそうです。 

戸賀崎会員： 先ほどは、ZOOM が切れて委員会報告がで

きずに失礼しました。 

日向会員： 時間ができたので急きょ参加しました。第一例

会は、ロータリーの勉強になります。 

スマイル本日投入額 ２６，０００円 

スマイル累計額 ２３９，０００円 

スマイル目標額 ****** 

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 


