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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
1 月結婚祝

1 月理事会報告

折原（正）会長
感染症ガイドにより中止

井上勝雄（7 日） 大作忠一（11 日）

宮田エレクト

2 月例会予定
4 日 結婚誕生祝・雑誌紹介 理事会報告
11 日 休会（建国記念日）
18 日 通常例会
25 日 通常例会


杉戸 RC 創立 50 周年について

1 月誕生祝

2021 年 4 月 13 日（水）規模を縮小して開催予定

大作忠一（4 日） 中野恒明（6 日） 木村泰一郎（18 日）

緊急事態宣言と感染者の推移を見ながら、実行委

会長あいさつ

員会にて開催の有無を含めた協議を行う。

折原会長

本日は今年初めての例会ということ



で、多くの会員の皆様にお集まり頂きあ

宮田年度の理事役員について
各委員長、委員について選任中

りがとうございます。しかし、感染症の拡



大は収まるどころか 2 度目の緊急事態

アイメイト寄贈チャリティゴルフ 2021 年 4 月 5 日（月）
プレステージ CC→1 組の要請あり

宣言の発出となりました。私の年度はほ



ライラ研修生募集について 2 名の候補者を推薦予定

ぼコロナウイルス感染症に始まりこれで終わることになり



昌平高校 4 部活全国大会支援金（3 万円）

そうですが、もう一度やり直したいという気持ちはなく、こ



オンライン RLI パートⅡ→宮田エレクト

の状況を受け入れたうえで出来る限りの活動をしたいと

米山奨学生報告

コウ・イッセンさん

思っております。感染症については、国内外でワクチンが

明けましておめでとうございます。年末

開発されております。早く実用化され安心した生活に戻

年始はずっと家にいましたが、スーパー

れるよう期待をしております。

で蕎麦を買い、「米山感謝の集い」の時

幹事報告


野口（美）幹事

管理運営部門より、2021 年 2 月 20

飾るなどしてお正月気分を味わっていま

日（土）9:00 より 2020～2021 年度オ

した。そして、大晦日は活動休止になった嵐のライブを始

ンライン RLI パートⅡ開催案内が

めてオンライン視聴しました。

届いております。宮田エレクトが出


に、折原会長から頂いたしめ縄をドアに

春休みに中国へ帰省する予定でしたが、休みが数週

席予定です。

間しか取れないのと、中国と日本でそれぞれ 2 週間ずつ

川口モーニング RC より、2021 年 4

隔離されるので今回も断念することにしました。

月 5 日（月）プレステージ CC において開催される「ア

コロナ感染症が厳しい状況なのと、卒論の進捗状況か

イメイト寄贈チャリティゴルフ」の案内が届いておりま

ら今月は ZOOM での参加になります。皆様とお会いでき

す。1 組（4 名）の要請が来ていますので、親睦委員

ず残念ですが、早くコロナが終息して日常を取り戻したい

会とゴルフ部で調整をお願い致します。

と思っています。
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雑誌紹介


真中会員

円高、株安も今では常識ではありません。ご存じの通

縦 P.4～8「人材活性なくして事業継

り株高で円高になっています。こちらは色々な事情があり

承なし」くず餅の製造販売「船橋屋」

ますが、我々も変化を受け入れ、ニューノーマル時代を

8 代目の記事をご覧ください。

勝ち抜かなければなりません。

くず餅は、450 日にわたり小麦粉の

会員報告

古谷（松）会員

でんぷん質を乳酸菌発酵させて作

皆様明けましておめでとうございま

りながら、消費期限がたった 2 日間

す。本日緊急事態宣言が発出されます

という儚く非効率なお菓子です。これを「刹那の口福」

が、杉戸町は成人式について感染症対

と称しており、聞きなれない言葉ですが、短い時間

策本部会議において協議をした結果､感

の口の中の幸福という意味のようです。

染拡大防止策を講じた上で､予定通り実

この 8 代目は、1964 年生まれ 55 才、下町の老舗
和菓子屋ですが、イノベーション（革新・改革）を起こ
し続けこの 10 年で経常利益を 6 倍、新卒学生が 1
万 7000 人も応募する会社になっています。

施することといたしました。また､感染症の拡大防止のた
め式典のみとし､会場ごとに 2 部制に分けて開催します｡
杉戸町では、現在 320 名の職員がおりますが、人手が
たりません。リモートでの在宅勤務どころか仕事が増えて

船橋屋の商道は「三方よし（売り手よし、買い手よ

いる状況です。現在は人を増やさずに何とか運営してお

し、世間よし）」、これを「先義後利」の基に実現する

ります。また、庁舎の老朽化に伴い新庁舎を計画してお

ことを経営目的としています。利益とは目的ではなく、

りますが、実際に建つのは 10 年後です。

「義」を通した後に付いてくる結果であるということで

会員報告

す。また、三方よしの実現は、会社のブランド価値を
実現すると言っています。

新井会員

明けましておめでとうございます。コロ
ナ感染症防止のためにしばらく例会場に

「自分が好きになる、人を信頼できる、自分が役立

来ておりませんでした。久しぶりに皆様の

っている」の 3 条件を満たす組織である状態を「場の

顔を見られて嬉しく思います。今年は商

力」と呼び、それを作るのは夢をもつことである。夢

工会の役員の選挙があります。通常 3 年

から高い志が生まれ、共感を起こすビジョンになり、

間任期がありますが、今年度はコロナ禍で、たった 1 度の

場をつくる第一歩となると言っています。

会議しか開催されませんでした。また杉戸町商工会では

ロータリアンである彼は、「大切なことは全て自分

今年 1 月 18 日に 60 周年記念がありましたが中止となり

の在り方」「ひとりで見る夢は夢でしかない。しかし誰

ました。コロナ禍で私たちの環境は大きく変わっています。

かと見る夢は現実だ（オノ・ヨーコ）」と結んでいます。

皆で協力をして乗り切りましょう。

会員報告

矢島会員

先日「今年はニューノーマルで行こう」
という記事を目にしました。ニューノーマ
ルとは「新しい常態」ということです。外出
時にマスクをする、ソーシャルディスタン
スを取るなど、また毎日会社に行ってい
た普通の状態が、リモートなどの在宅勤務になりました。
しかし、在宅勤務が出来る業界ばかりではありません。
新型コロナウイルスの感染拡大による打撃が大きい自動
車業界で、特に地方に拠点を置く自動車部品メーカーは

出席・スマイル報告
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折原（正）会長： 明けましておめでとうございます。本年
も宜しくお願い申し上げます。
野口幹事： あけましておめでとうございます。今年もよろ
しくお願いします。コロナも更に心配ですが、気をつけ
てがんばりましょう。
仁部会員： 本年も宣しくお願い致します。コロナの収束を
願いながら皆さん地震の備えも忘れずに。

深刻な傷を負っています。自動車産業が雇用や税収を支

中川会員： 明けましてお目出とうございます。明日から

えてきた地域では、部品メーカーの苦境が地元経済の危

非常事態宣言が出ます。コロナにも負けず今年も頑張

機に直結しかねません。

りますので宜しくお願いします。

大作（忠）会員： トランプ支持派が連邦議会議事堂に乱

関口会員： 禍が早く過になって、花、佳、賀、華、可、歌

入したとか、日本では考えられない事ですね。
古川会員： あけましておめでとうございます。今年も宜し

になればいいですね。本年も宜しくお願い致します。
古川会員： あけましておめでとうございます。今年も宜し

くお願いします。
渡辺（良）会員： 今朝、七草がゆを食べました。正月は

くお願いします。
木村会員： 今月 53 才になります。今年 1 年も頑張って

終わり。本日より本格的に仕事に入ります。

いきたいと思います。また 1 日も早く皆様とお会いして

真中会員： 清地クリニックの関口先生のお世話で本日、
女房が東埼玉病院に入院しました。これから 2 週間独

1 杯やれる日が来ることを祈っております。
小柳会員：渡辺（孝）会員：田中（啓）会員：戸賀崎会員

身です。
細井会員： 明けましておめでとうございます。今年も宜し

今年も宜しくお願い致します。
古谷（豊）会員： 毎回色々な所から失礼致します（笑）

くお願いします

今は竣工現場を控えて忙しいのですが、また例会場へ

武井会員： 新年おめでとうございます。本年もよろしくお

伺いたいと思います。スマイルはその時にまとめて入

願い致します。
新井会員： 皆様あけましておめでとうございます。昨年

れたいと思います。
田中（昌）会員： 例年なら今日からハワイなのですが、

はコロナ拡大防止から、欠席が多くなり申し訳ございま
せんでした。本年も皆様にとって良い年でありますよう。

キャンセルしました。またお金が貯まってしまいます。
コウ・イッセンさん： 箱根駅伝に関東学生連合の選手と

古谷（松）会員： おめでとうございます。今年も宜しくお

して芝浦工業大学の学生が出場し、31 位の成績を残

願いします。コロナの終息は？なるよう願います。

しています。大学のチームとして出場し応援できるのを

宮田会員： コロナがスゴイ事になっていますね。その中
ですが、箱根駅伝では、杉戸町出身の内田君が素晴
らしい走りを見せてくれました。
矢島会員： 明けましておめでとうございます。今年も宜し
くお願いします。ノーマルからニューノーマルへ。

楽しみにしています。

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

２６，０００円
４０３，５００円
******

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

1 月（14 日・21 日・28 日）休会のお知らせ
緊急事態宣言を受け、ガバナー・危機管理委員会より、リアル例会の自粛要請がありました。
感染症拡大防止のため、1 月例会を会長専決で休会と致しましたのでご了承くださいますよう
お願い申し上げます。（1 月 8 日）

