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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２５８０回例会 ２０２０年１２月３日 

点鐘                      折原（正）会長 

君が代・ロータリーソング    感染症ガイドにより中止 

四つのテスト唱和                  馬場会員 

12 月結婚祝                 

折原弥五郎（5 日） 渡辺圭一（12 日）  

仁部前崇（21 日） 石塚幹正（24 日） 

12 月誕生祝            

井上勝雄（4 日） 古谷松雄（8 日） 日向英実（14 日） 

会長あいさつ                      折原会長 

今年度はコロナのため例年どおり

の事業ができずに残念なことが多い

ですが、先般の親睦バス旅行は久し

ぶりに楽しい行事となりました。東武

観光の渡辺圭一会員や細井会員の

観光バスのおかげで大変快適で贅沢

な楽しい旅行になりましたことお礼申し上げます。 

今月 17 日は、アグリパークで夜間例会がございます。

忘年会やクリスマスのシーズンですが、今年は華やか演

出なし通常の夜間例会と致します。 

ところで、今日は何の日でしょう？凸版の田中さんはご

存じかと思いますが、今日は「妻の日」です。凸版印刷が

制定した日で、感謝を表す「サン（3）クス」（Thanks）と読

む語呂合わせから。1 年の最後の月に、1 年間の労をね

ぎらい妻に感謝する日としたそうです。ということで、皆様

も本日は、奥様をねぎらって差し上げてはどうでしょうか。 

幹事報告                      野口（美）幹事 

 富岡 RC より、新型コロナウイルス

感染症の終息の兆しが見られない

ため、理事会にて「創立 50 周年記

念式典の中止」が決定したと案内

が届いております。 

 2021 年台湾国際大会のガバナーナイト（国賓大飯

店 6 月 12 日（土）開催の案内が届いております。 

 社会奉仕部門より、第 2770 地区グルメサイト立ち上

げの案内が届いております。 

 米山記念奨学部門より、令和 2 年 12 月 13 日（日）

パレスホテル大宮において開催される「米山感謝の

集い」の案内が届いております。 

 先般の地区大会で行われた「大抽選会」において、

野口幹事(1 等賞)茂田会員（3 等賞）が当たりました。 

12 月理事会報告                野口（美）幹事 

1 月例会予定 

7 日 結婚誕生祝・雑誌紹介 理事会報告 

14 日 職業奉仕 会員卓話 

21 日 春日部 RC 海老原会長卓話 

28 日 サントリー角ハイボール 卓話 

 3 クラブ合同例会についてについて 

春日部イブニング、幸手中央の会長と協議の結果、

今年度の開催について見送ることに決定しました。 

 杉戸 RC 創立 50 周年について 

令和 3 年 4 月 13 日（水）規模を縮小して開催予定 

 宮田年度の理事役員について 

パスト会長会にて、次年度の幹事、各委員長および 

次のエレクト、ノミニーを見越した選出計画を予定 

 第 6 グループ IM は 2/10（水）予定 

 富岡 RC50 周年中止、お祝の品は未定 

 12/20 アグリパーク年末感謝祭 寄付 1 万円 

 障がい者週間記念事業 協賛 3 万円 

 日帰り親睦バス旅行報告 登録料 16 万円 

クラブ負担 18,528 円、総額 178,528 円 

 年末年始の入退会者手続きについて RI のオンライ

ン化に伴い、12 月末退会者は年内にオンライン手続

きをしないと下期人頭分担金が発生することとなりま

した。諸々ご理解頂きますようお願い申し上げます。 



米山奨学生報告            コウ・イッセンさん 

先週はクラブの親睦バス旅行に参

加する予定でしたが、前日からの頭

痛が良くならなかったので、大事を取

って欠席をしました。ご迷惑をおかけ

して申し訳ありません。 

数日寝ていたら回復したので、11 月 28 日の米山・学友

主催のバス旅行（栃木方面）には参加をすることができま

した。日光東照宮では、写真でしか見たことのない三猿を

始めて見ることができました。金谷ホテルでは、有名な

「百年ライスカレー」を食べました。天気に恵まれ遠足の

ように楽しかったです。 

 

 

 

 

 

 

雑誌紹介                             真中会員 

 横 P.7～9「世界のクラブの例会は

今」より、イギリス、インド、ドイツ、ア

メリカ、ブラジルなど各国のコロナ禍

における例会について紹介されて

います。感染防止のためオンライン

例会がほとんどですが、前向きにロータリー活動に

取り組んでいる様子が書かれています。 

 横 P.12～21「どうなる？クラブの今後」より、先月号

に引き続き掲載されている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が紹介されていま

す。コロナ禍における会員維持や奉仕活動は、各ク

ラブそれぞれです。各項目になるほどと思われるこ

とが書かれておりますので、是非読んでみてください。 

 縦P.13卓話の泉より「宝くじ当せん確認は小まめに」

をご覧ください。宝くじの歴史や仕組みについて紹介

しています。余談ですが、私はポケットに入った宝く

じを女房に洗濯されてしまい、それ以来宝くじは買っ

ていません。当時はそのことで、事あるごとに揉めて

いました。なぜなら、その年の高額当せん者が現れ

なかったからです（笑） 

 P.81 友愛の広場より「利害関係のない本当の友情」

恵比寿 RC 松島トモ子さんの記事が載っています。 

出席・スマイル報告                栗原会員 

会員数 出席 欠席 免除 MU 出席率 

45 21 24 0 （16） 82.22% 

折原（正）会長： 先日のバス旅行、大変お疲れ様でした。

楽しかったですね。あっという間に師走です。時が過ぎ

るのは早いです。 

野口幹事： バス旅行お疲れ様でした。楽しかったですね。

また、皆で行けるようにコロナもとっとと終わってもらい

ましょう！ 

田中（昌）会員： 真中さん雑誌紹介ありがとうございます。 

武井会員： バス旅行お世話になりました。令和 2 年もい

よいよもう少しになりました。 

渡辺（良）会員： ニトリをミトルといってテレビショッピング

しているとか。借、美空ひばりを美空ひぼりといった興

行があったとか。 

古川会員： 会員皆様、寒くなりましたね。くれぐれもお体

にはご自愛ください。 

関口会員： このままいけば、何とか年を越せそうです。 

真中会員： 久々のバス旅行、楽しかったですねェ。また

やりましょう！ 

宮田会員： コロナだけではなく体調管理お気を付け下さい。 

矢島会員： よろしく宮田さん。 

木村会員： 着任 2 カ月、ようやく仕事の様子が見えてき

ました。コロナもそろそろ落ち着けば良いですね。 

長岡会員： 大分寒くなりました。コロナは過度に恐がら

ず正しく恐れましょう。 

栗原会員： 12 月に入ったら入会も大切ですが、全員で

退会防止をしましょう。木村支店長、独り暮らしは慣れ

たでしょうか？先週は木、土とバス旅行でした。楽しい

ですね。感染には慎重になり、GoTo トラベルしながら、

遊び、普段はステイホーム、ステイクラブしましょう。 

馬場会員、イッセンさん、ZOOM 参加の皆様ありがとうございます 

 

 

 

 

 

スマイル本日投入額 １８，０００円 

スマイル累計額 ３６６，５００円 

スマイル目標額 ****** 

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 


