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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２５８１回例会 ２０２０年１２月１０日 

点鐘                      折原（正）会長 

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 

会長あいさつ                      折原会長 

今年度は、コロナの影響で今まで通り

の例会が出来ないまま手探りで運営をし

て参りました。その中で ZOOM でのハイ

ブリッド例会、状況を見ながらの夜間例

会、バス旅行などを開催できたのも皆様

のご理解とご協力があってこそだと感謝を申し上げます。

この後、半期実績報告がありますが、正直なところ主だっ

た活動はありません。しかし、模索をしながら行った活動

についてご報告させて頂きます。 

幹事報告                      野口（美）幹事 

 12/17（木）夜間例会の前に親睦ゴ

ルフを開催します。今回は鷹ゴルフ

俱楽部で 3 組 12 名の参加です。 

夜間例会はアグリパーク 18 時点鐘

です。よろしくお願いいたします。 

年次総会                          宮田エレクト 

本日は、次年度会長として年次総会を

進行し、各委員会の委員長を発表する

予定でしたが、まだ決定しておりません。

次年度幹事は、和泉屋さんの大作会員

が引き受けてくれることになりました。 

大作会員は、私と共にローターアクトの経験者で、お互

いまだロータリー歴は浅いですが、皆様のお力を借りて 1

年間会長幹事として務めたいと思いますのでご協力よろ

しくお願いいたします。 

次年度の方針としては、実際に以前のような奉仕活動

が出来る状況になっているのかまだ分かりませんので、 

 

具体的なことは申し上げられません。未だに感染者の推

移が見えてこないので、様子を見ながら臨機応変に対応

していきたいと思っております。まずは、地区協議会の後

RI や地区の方針に沿って方向性を決めたいと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。 

上半期実績報告                      折原会長 

クラブ奉仕・管理運営委員会では、クラブビジョン戦略

計画について会員からアンケートを取りました。渋谷委員

長と長期計画の設定を致しました。 

会員増強委員会では、9 月に三井住友信託銀行の佐藤

支店長が入会しましたが異動のため、10 月公式訪問日

に木村支店長が後任として入会して頂きました。同じく東

武観光の渡辺営業所長が入会し現在 45 名の会員数とな

っております。 

親睦委員会では、7 月に親睦ゴルフと夜間例会を企画し

ましたが、コロナ感染症拡大防止のため延期にしました。

それ以降は毎月末に会員の事業所支援ということで、コ

ロナ禍ではありましたが参加できる会員に集まって頂き

夜間例会を行いました。また、誕生日月には武井鶏園と

関口酒造からお祝いの品をお送りしております。 

10 月の第 6 グループチャリティゴルフでは、クラブから

10 名の会員が参加し優勝を致しました。11 月には、日帰

り親睦バス旅行（千葉房総方面）に行って参りました。 

仁部委員長： 親睦委員長を務

めている感じ⤴の委員長です

(笑)というのも、今年度の親睦

活動がほとんど中止になってい

るのと、G ゴルフや夜間も日程

が合わずなかなか参加できておりません。しかし、コロナ

第三波が峠を越えたところで、また親睦委員会として何

かできればと思っておりますので乞うご期待！ 



社会奉仕委員会 

8/3 九州豪雨災害援助金（43,000 円） 

8/19 すぎスポ協賛金（45,000 円） 

10/1 地区補助金事業 杉戸町役場に手指除菌用アルコ

ール寄贈（179,080 円） 1 リットルポンプを 110 個寄贈 

（地区補助金 139,100 円入金）、杉戸町広報誌 11 月号に

掲載されています 

12/1 杉戸町社会福祉協議会の障がい者週間記念事業 

に協賛金（30,000 円）、アグリパーク年末感謝祭協賛金

（10,000 円）を寄付しております。 

12 月 17 日は半期最後の例会ですが、夜間例会と親睦ゴ

ルフを企画しております。まだ間に合いますので多くの参

加をよろしくお願いいたします。 

青少年奉仕委員会では、戸賀崎会員（過年度カウンセラ

ー）より報告があるようなのでご紹介願います。 

戸賀崎会員： 本日も ZOOM 環境を作って頂きありがとう

ございます。2018-19 年度ベルギーへ派遣された深瀬

心羽さんから私のところにメールが届きましたのでご紹

介します。 

 

戸賀崎さん、こんばんは、ご無沙汰しています。 

大学受験の結果をご報告したく連絡させて頂きました。 

この度、第一志望校の ICU(国際基督教大学)に合格しました。 

コロナ禍でなかなか ROTEX としての活動が出来ていませんが、 

またすぐに再開できることを待望しております。 

留学の際は杉戸ロータリーの方々には大変お世話になりまし

た。今後ともよろしくお願いいたします。杉戸ロータリーの皆様

にもよろしくお伝えください。 

深瀬心羽 

今は、コロナで青少年交換もローテックスの活動も中断し

ていますが、栗原委員長が全国の委員長に声掛けをして

会合をしながら活動再開に向け前向きに考えております。

心羽さんもローテックスの活動を心待ちにしている様です。 

米山奨学委員会 

11/28 米山・学友共同主催 秋のバス旅行（日光方面） 

12/13 感謝の集いが予定されています。 

イッセンさん： コロナ禍で大変だと思いますが、クラブの

行事などに声をかけて頂きありがとうございます。来年

3 月で修了式ですが引き続き宜しくお願い致します。 

渡辺（孝）会員： 委員会として、米山奨学会寄付を下期

に皆様の会費から送金させて頂くことをご報告します。 

50 周年実行委員会 

栗原会員： 現在、パレスホテル大宮でフランス料理の和

洋折衷コース 60 名で見積もっている状況です。 

会員報告 

田中（啓）会員： 今年は空白の年とい

う感じがします。昨年度からロータリ

ーの例会や親睦にも参加できません

でしたが、このまま何もしない生活と

いう訳にはいきませんので、来年こそ

はワクチン接種して、せめてインフルエンザの様な感じ

で落ち着き、前向きに仕事や生活ができればと思って

います。また、このような状況下で会社の業績が良くあ

りません。気を引き締めてコロナに対応し、来年こそは

オリンピックを是非開催してほしいと思っております。 

ところで、先週の「今日は何の日」は残念ながら答え

られませんでしたが、今日は「ベルトの日」なのだそう

です。正倉院収蔵の日本最古のベルトに 12 月の誕生

石紺玉（ラピスラズリ）の飾りが付けられ、またクリスマ

スのジングルベルの「ベル」と「10 日（とおか）」の「と」を

組み合わせて 12 月 10 日を「ベルトの日」に制定したそ

うです。余談ですが、私もベルトが要らないズボンを穿

くようになったので気を付けます(笑) 

渋谷会員： 緊急事態宣言から自主的  

に営業時間を短縮しましたが、売り上

げには殆ど影響はありませんでした。

外に出かけられない分、家でケーキ

でも食べようというという動きなのか、

逆に客数は増えました。理由は分かりませんが、予想

外に高齢者の客層が増えています。高野台では、店の

前を歩いているのも元気な高齢者が多いです。 

渡辺（孝）会員： 新聞業界では、緊急事態宣言からチラ

シが一気に減り未だ回復しません。スーパーでは特売

のチラシを打って集客しますが、今はチラシがなくても

売れるようです。広告の売り上げが落ちたので、マスク

や体温計をお届け販売しようとチラシを入れたところ、

年配の方が外に出たくないということで、売れ行き好調

です。驚いたのは、絶対売れないと思っていたジャイア

ンツのマスク（2 枚 2,200 円）が好評だったことです。 

戸賀崎会員： 私は酒屋さんに倉庫を貸しておりますが、

コロナの影響で様々な事情があり、家賃をさげなけれ

ばならない事態になりました。その節は会長の事業所

に仲介をして頂き大変お世話になりました。私は感染

が怖いのでリモートを中心に、外出は友人の家に行っ

て食事をする程度の生活をしています。 



田中（昌）会員： 現在ほとんど出かけて

いない状態です。飛行機は 2 月に、電

車は 6 月に 1 度乗ったきりです。巣ごも

り生活に慣れて最近は外に出るのが

億劫になってしまいました。毎年 1 月に

ハワイに行っていますが今年はキャンセルです。何処

へも行けず貯まるのはお金ばかりで困っています（笑） 

日向会員： コロナで外出できず困ったこ

とに私も貯まる一方です(笑)。もうすぐ

71 才になるのであまり出歩かないよう

にしているのですが、元々怠惰なところ

があるので（笑）このように ZOOM を開

いてくれると有り難いと思っています。ゴルフや釣りな

どで野外に行くことはありますが、飲み会はなくなりま

した。杉戸町は近隣の市町村と比べると明らかに感染

者数が少ないですね。どうしてなのだろうと考えていま

すが、如何に人が動かない町…なのか、それとも皆さ

んの心掛けが非常に良いのか、どちらかだと思います

（笑）。来年は皆様にとって良い年になりますよう祈って

おります。 

イッセンさん： この一年で色々と大変だったことはありま

すが、一番は実家に帰れなかったことです。昨年 11 月

に母が日本に来ましたがそれ以来会っていません。来

春に 3～4 週間くらい帰省したいと思っていますが、チ

ケットが取れません。しかも上海まで片道 20 万円です。   

二つ目は、授業が未だにすべてオンラインで人に会え

ないことです。リモートではできない実験などの授業で

一部の学生が教授の同意を得て学校へ行くという状況

です。私が 2 月に配属された研究室のメンバーとは一

度顔を合わせて以来 10 カ月近く会っていません。大学

院に行く 4 名のメンバー以外は、このまま会わずに卒

業することになるので残念でなりません。早く学校がも

どり課外活動ができるようになるのが待ち遠しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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% 

長岡会員： 栗原さん提供のマスクを当院看護師が気に

入っており今日も 10 枚購入しました。ありがとう。 

矢島会員： 退院 3 か月目、体調は以前の 70％くらいか

酒は 3％ 

関口会員： 昨年の 12 月 21 日に発病して約 1 カ月入院

でしたが、どうにか 1 年過ごすことが出来ました。人生

には確かなことはない、それだけが確かなことである。 

栗原会員： AI で婚活するのが、今の基本だそうです。今

後は占いよりも AI が頼りにされ、ますます考えない人

が増えそうですね。皆様、よいお年を。 

真中会員： 城川先生お久振りです。 

宮田会員： 次年度宜しくお願い致します。 

仁部会員： 12/8 に議会が終わりました。コロナで大変で

すが、来年がもっと心配です。健康管理をしっかりと…

穏やかな年明けをお迎えください。 

スマイル本日投入額 １１，０００円 

スマイル累計額 ３７７，５００円 

スマイル目標額 ****** 

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 

快挙！昌平高校が4 部活全国大会出場！ 
サッカー・ラグビー・男子バレーボール・女子駅伝 

城川校長が ZOOM で寄付お願いのご挨拶がありました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２５８２回例会 ２０２０年１２月１７日 

夜間例会（アグリパーク）１８：００点鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年１２月１７日 親睦ゴルフコンペ（鷹ゴルフ倶楽部） 
優勝：真中会員（92） 準優勝：中野会員（90） 3 位：加藤武男さん（87）※ゴルフ部メンバー 

２０２０年１２月１３日 米山感謝の集い（パレスホテル大宮） 


