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点鐘
君が代・ロータリーソング
四つのテスト唱和
お客様紹介

折原（正）会長
感染症ガイドにより中止
宮田エレクト

春日部青年会議所 2020 年度理事長 田中寿興様
2021 年度理事長予定者 本田洋明様
2021 年度専務理事予定者 村田晶哉様

11 月結婚祝

しそれ以来、時間より早く行くようになりました。また、そ
の帰りに矢島会員と二人になりましたが、怖い方だと緊
張していたところ、意外と気さくにロータリーへの思いなど
を話してくれたことを覚えております。
さて、今年の地区大会は、コロナウイルス拡大により会
場への参加が難しいとは思いますが、可能な方は是非ご
参加頂きたいと思います。

幹事報告


深瀬英太郎（3 日） 古谷松雄（10 日）

野口（美）幹事

国際奉仕部門より、各クラブにおい
て、コロナ禍で開催を見送られた活

荻原千秋（24 日） 大作貴洋（28 日）

動資金を地区の国際奉仕案件に充

11 月誕生祝

当して欲しいとのことです。案件リ

真中博克（5 日） 舟越芳朗（10 日）
高橋佑輔（14 日） 栗原偉憲（17 日） 関口博正（19 日）
渋谷忠明（19 日） 宮田雄一（26 日）

ストが添付されています。

11 月理事会報告

宮田エレクト

始まり 1928 年 ロータリー財団と名づけ

12 月例会予定
3 日 結婚誕生祝・雑誌紹介 理事会報告
10 日 年次総会・上期実績報告（ZOOM）
17 日 夜間例会（アグリパーク）
24 日 休会（年末年始）
31 日 休会（年末年始） 1/7 例会

られ、独立した別機関となりました。以



会長あいさつ

折原会長

今月は R 財団月間です。R 財団は、
歴史ある財団で 1917 年 RI 会長アーチ
クランフが国際大会で提案したことから

3 クラブ合同例会についてについて

来 100 年以上、世界中の様々な地域で

2 月開催の予定ですが、コロナ禍での開催について、

世界理解、親善、平和に貢献しています。クラブからは、

3 クラブの各会長と開催の有無や方法等を協議し、

毎年会費から一人あたり 200 ドル寄付をしています。

決まり次第の案内とする

11 月 15 日は、地区大会が開催されます。今年は新型



今年度の会費について

コロナウイルス拡大により、現地での参加と YouTube 視

今年度は年会費 28 万を緊急事態措置として

聴選が選択できるようになっています。

半額の 14 万とする。下半期に 14 万円を納入

私は 40 才のときロータリーに入会しました。初めての



創立 50 周年について

地区大会の時、東武動物公園駅に集合して行くことにな

4 月 13 日大宮パレスホテル約 60 名（会員＋家族）

っていましたが、時間どおりに行ったら置いて行かれまし

11 時開会（60 分の通常例会 90 分の懇親会）

た。後から他の会員に聞いたところ、「諸先輩方は電車が

例会は、姉妹友好都市に YouTube 配信

来るとつい乗っちゃうんだよ」と言われました（笑）。反省

50 周年記念誌作成 100 部を当日配布

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



アグリパーク Wi-Fi ルーターの購入（約 10,000 円）

が得意ではないので気が進まなかったのですが、今の子



演台用飛沫防止アクリル板の購入（約 8,000 円）

供たちは何でもよく知っていて退屈しませんでした（笑）。



11/28（土）RLI パートⅠの出席者（ZOOM）宮田会員

お客様挨拶

2020 年度理事長 田中寿興様

米山の委員会では、久しぶりに新規の 3 名の奨学生の
卓話を聞くことができました。その中の一人にアフリカの

日頃より春日部青年会議所

コンゴから来た男の子がいました。卓話がとても上手でコ

にご理解とご協力を賜り誠にあ

ンゴの今と未来には多くのチャンスがあると熱意をもって

りがとうございます。今年度は

話していました。この 1 週間はとても勉強になりました。

新型コロナウイルス拡大により

雑誌紹介

多くの例会や事業が中止になり、大変苦しい決断の連続



真中会員

縦 P.13 卓話の泉より「色彩の効果」

でありました。しかし、地域の皆様の温かいご協力やメン

色彩の人に及ぼす効果はについて書

バーの諦めない姿勢に救われました。誰も経験のない一

かれています。視覚からだけでなく皮

年のトップリーダーとして先頭を歩かせて頂いたことを誇

膚からも色を感じ、目隠しをしても赤

りに思っております。2021 年度も先行き不透明ではあり

い部屋は体温・血圧が上昇し、青い

ますが、次のトップリーダー引き受けてくれた勇気ある男

部屋は血圧が下がり筋肉がリラックスするそうです。


をご紹介させて頂きます。

お客様挨拶

縦 P.13 私の一冊より「日本の知恵くすりを暮らしに」
昔はどこの家でも配置薬がありましたが、同時に自

2021 年度理事長 本田洋明様

今年度は新型コロナウイルス拡大という未曽有の事態

然治癒力を信じ、野草や穀物、果物などの効能で体

を受け、今できることを模索しながら活動運動に取り組ん

を整えていました。薬だけでなく経験的遺産、民間療

でおります。2021 年度も確実にウイルスの影響が残ると

法を見直してはどうでしょうかと書かれています。

思われますが、「未来を共に創る」という意味で「未来共



創」をスローガンに掲げていきたいと思っております。

横 P.3「RI 会長メッセージ」より、ロータリーがより多
様な人々を迎え入れられるよう、人種、信仰、年齢に

5 年 10 年後はおろか、コロナウイルスや頻発する自然

かかわらずどんな新会員にとっても魅力をかんじら

災害で 1 年先の未来でさえ予測することは難しいです。こ

れるように多様性、公平さ、開放性を促進するタスク

のような時代だからこそ、一人の力だけでなく皆と共に力

フォース（問題解決組織）を設立したと書かれていま

を合わせ大きな運動をおこしていくことが、必ずこの地域

す。しかし、ライラの学友でローターアクトの元会長

に良い変化をもたらしてくれると信じております。諸先輩

の女性が、国際大会がイスラム教徒のラマダンの最

からのバトンを引き継ぎ全力で取り組んでまいりたいと思

中に開催されたことで、ロータリーと信仰のどちらか

います。

の選択をせまられたと言っています。キリスト教のイ

米山奨学生報告

ースター（復活祭）の日に国際大会は開催されるでし

コウ・イッセンさん

私は来年度から、芝浦工業大学
大学院に進学することが決まりまし

ょうか？と真の公平さをなげかけています。


横 P.14「アフリカ地域野生型ポリオウイルス根絶」

た。これから 2 年間も意外と近くに

をご覧ください。ロナ禍での自然災害」各地からの思

おりますので、お手伝いできること

いをつなぐ（熊本豪雨災害でのロータリークラブの支

があればお声掛けください。

援物資、奉仕活動が書かれています）

先週は、コロナ禍の 2～3 カ月の間では一番充実した



日々でした。まず、先週の火曜日は川口東 RC の写経例
会に参加を致しました。時間の関係で半分も書けなかっ

横 P.18～27「どうなった？例会」新型コロナウイルス
感染症の影響に関するアンケート調査のご紹介



縦 P.17 友愛の広場より「変化の先頭に立つこと」

たですが、初めての体験でとても新鮮な感じで楽しかった

当クラブの栗原会員の投稿が載っています。本人か

です。金曜日は、奉仕活動で越谷の幼稚園で芋ほりの手

らより詳しく話が聞けるかと思っていましたが、本日

伝いをしてきました。園児を引率して 1 時間くらい歩き芋

は ZOOM 途中退出で残念です。次回に話が聞ける

を掘って帰るという活動でしたが、私はあまり子供の相手

と幸いです。

11/5 開催 ZOOM 報告

宮田会員： お客様ようこそ。

本日もほぼ問題なく通信でき

大作会員： 本まだ ZOOM が不慣れで、今日は戸賀崎会員

ました。スピーカーを演台前と

が携帯で遠隔指導して頂きました、ありがとうございます。

着席側に離して同機種 2 台設

渋谷会員： 高野台西口では、遊歩道のく

置しているので、ハウリングす

すのき通りで、今月末まで「くすのきテラ

ることなく、演台上の会員と、着

ス」というイベント（オープンテラス運営）

席側、ZOOM の 3 方で自由に会話ができるようになって

をしています。是非足を運んでください。

います。例会中は慣れるまで ZOOM 側のマイクをミュート

※仁部会員の「会員へのサービスはありますか？」の問

にして頂いていますが、最終的には会話のリアクションも

いかけに「お店で買い物をしてくれたらサービスします！」

伝わるようなオープンな ZOOM 例会にしたいと思います。

ということです。

イッセンさん、雑誌紹介のスムーズな画面操作いつもあり
がとうございます。

田中（啓）会員： 会社の周りのケヤキの木も色づき秋を感
じています。大学の先輩である宮崎美子さんがまた水着

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

45

21

23

0

（16）

82.22%

折原（正）会長： 11 月はロータリー財団月間です。青年会
議所の皆様ようこそ。

春日部青年会議所（田中様・本田様・村田様）： 本日は、
貴重な例会のお時間をお借りし、ありがとうございます。本
日よろしくお願い申し上げます。

真中会員： 本日は私の生誕 79 年記念日です。先程杉戸
宿と清地村が届きました。ありがとうございます。年齢は
毎年増えるけど身長は毎年減ります。何故でしょう？

渡辺（良）会員： 日本学術会議には 210 人で約 10 億円、
国会議員一人当たり約 1 億 1600 万円、学術会議には 20
億円～30 億円くらい出してやれよ。国会議員の中には 3
人の刑事被告人もいるのだからケツの穴の小さい人だと
言われるよ、菅さん。

田中（昌）会員： 大統領、赤でも青でもお G さんですね！！
武井会員： 久しぶりの例会場参加です。
古川会員： 朝夕大変寒くなってきました。会員の皆様お体
にはご自愛ください。春日部青年会議所田中様を始め、
皆様本日はありがとうございました。

関口会員： 朝夕寒くなってきました。風邪など引かないよう
に注意しましょう。

長岡会員：矢島会員：細井会員： お客様ようこそ。
仁部会員： 本日御生誕 79 年、数え 80 才。おめでとうござ
います。真中会員、これからも「切れあじ」宜しくお願いし
ます。

古谷（豊）会員： いつも ZOOM でごめんなさい。
（先週のコメント通りスマイルを大きくお預かりしました！）

（写真集）になり驚いています。私も何歳になってもピカピ
カに光っていたいです！

戸賀崎会員： 大統領選をずっと見ています。民主主義は
一体どうなっているのだろうかと思って見ています。結末
はどうなるでしょうか？また、紅葉が綺麗なので、ミュゲさ
んの近くのくすのきテラスで秋を感じたいと思います。

渡辺（孝）会員： いつも ZOOM の設営をしてくださるスタッ
フの皆さんありがとうございます。

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

３０，５００円
３３０，５００円
******

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

