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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２５９９回例会 ２０２１年４月１５日 

移動例会（アグリパーク）12:30 点鐘 

四つのテスト唱和              栗原会員 

会長あいさつ                       折原会長 

皆様ご存じだと思いますが、米ジョ

ージア州オーガスタで開催された男子

ゴルフのメジャー大会「マスターズ・ト

ーナメント」で松山英樹選手が悲願の

優勝を遂げました。 

私はアメリカの友人とゴルフをした

ことがありますが、日本と環境がずい分と違います。日本

では、朝早く現地に行き、食事を間に挟んでまる 1 日かけ

て 18 ホールを回りますが、アメリカではプレイ費も安く、

会社の帰りに時間があると 2 時間くらいプレイするなど、

必ずしも 18 ホールやるわけではありません。また付帯す

る練習場も日本と違い最新のボールで芝からの練習し放

題という環境です。恵まれた環境で練習する欧米選手に

交じって、この厚い壁を破った松山の偉業は大きな感動

をもたらしました。 

コロナ禍で自粛が続く世の中ですが、このようにスポー

ツの偉業は私たちに大きな活力を与えてくれます。オリン

ピック開催まで 100日を切っていますが、おそらくコロナに

打ち勝つ気持ちも含めた開催なのだろうと思います。国

民の一人として是非開催してほしいと願っております。 

さて、本日は 1 月に緊急事態宣言で延期となっており

ました中川会員の卓話です。朝の交通指導員としての活

動のままに本日は例会に来てくださいました。宜しくお願

い致します。 

幹事報告                       野口幹事 

 令和 3 年 4 月 23（金）やまやにおいて開催される、

第 6 グループ 2021-22 年度第１回会長幹事会開催

の案内が届いております。 

 

 地区事務所より、中里ガバナーの緊急入院に伴う後

任についての案内が届いております。中里ガバナー

が 4 月 7 日に緊急入院され、12 日に手術することと

なりました。これを受けて副ガバナーの小林操パスト

ガバナーが後任となります。中里ガバナーの退院時

期は 5 月後半と書かれています。 

会員卓話                      中川会員 

 本日は、春の交通安全運動の最終日

です。例会後に交通監視活動に向かう

ので制服にて失礼致します。 

 私はボランティアで交通指導員をして

いますが、交通指導員は、町臨時職員

から昨年度より、会計年度任用職員となりました。かつて

は、警察署長の委嘱でしたが、現在は杉戸町長の委嘱と

なります。各学校に 2 名配属され、杉戸町全体で 12 名で

す。第二小学校の PTA 時代に、井上直子県議から引き

継ぎ 23 年となります。井上勝雄会員の指導員在任中に

は、大変お世話になりました。 

 指導員業務は、毎朝 6 時 50 分には制服に着替え 7 時

15 分から立哨箇所（交通警戒・監視）を児童の通過を確

認しながら 8 時 15 分まで 3 か所回るのが日課です。その

他の業務は、 

① 幼児、児童、老人など歩行者の安全通行の指導 

② 一般歩行者に対し正しい横断通行の指導 

③ 県、町において行う幼稚園、学校、その他の施設に

おける交通安全教室の安全教育の実施 

④ 交通安全のための広報活動 

⑤ 自転車及び自動車に対する正しい交通指導 

⑥ その他、命ぜられた業務活動 

他に、町民体育祭交通警備パレード、町自体のイベント 

規定に、特異事項があった場合は報告義務があります。 



私は、杉戸町の交通指導員会の会長で

あり、埼玉県交通指導員連合会の理事でも

あります。しかし、来年度は、荻原さんに会

長職をお願いできればと思っております。 

 交通指導をするのは大変です。特に自転車の傘差し運

転は注意しても次々とやって来るのできりがありません。

車でも注意指導すると、逆ギレする人がかなりいます。 

 各学校の通学路には、スクールゾーン（児童の安全の

ため通行できない時間帯がある道路）があります。そして、

横断歩道で、人が立っているときに停止しなければ、歩

行者妨害になります。どちらも、違反したときは、2 点減点

罰金は 7 千円、9 千円です。 

 クラブには議員さんが 2 名いるので、是非とも改善して

頂きたいことがあります。交通指導員の費用弁償は 1 日

1000 円～1200 円です。一日何時間出動しても同じです。

公務で遠方へ行っても実費になります。これからも、皆様

のご協力を頂きながら事故が減るように活動していきた

いと思っていますが、交通指導員は募集してもなかなか

応募がありません。是非とも宜しくお願い致します。 

お手元の資料の最後に私（春日道

夫）作詞と歌唱を致しました「交通指

導員賛歌」のパンフレットを入れました。

全国の交通指導員の皆様がこの歌を

聞いて元気になってくれればいいなと

思って発売しました。 

※下記の写真は、東京新聞埼玉版に掲載された記事です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 周年を記念して（関口年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創立にあたり、最年少であった関口会員は RC 入会に

大変躊躇していました。戦後の恕作さに青春時代を過ご

した諸先輩方が怖かったと仰っています。申込締め切り



当日に入会を決断しましたが、親戚の方に「とりあえず、

入っておけ！」とアドバイスされたそうです（笑）。 

しかしながらメンバーになると、数年後には諸先輩方に

大変気を遣いながらも初めての青少年交換事業にチャレ

ンジしています。今やミスターと称される RC 関口会員で

すが、数々の賞を受賞された 50 年の歴史の中でロータリ

ーに魅せられたものを周年でお話頂きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

創立当初の会員名簿    5 周年史の会員名簿 

 

出席・スマイル報告                 

会員数 出席 欠席 免除 MU 出席率 

42 24 18 0 （10） 80.95% 

折原会長： おかげ様で 50 歳を迎える事ができました。

人生 100 年時代、折り返し地点です。 

野口幹事： こんにちは。久しぶりに大興奮と寝不足でし

た。松山選手おめでとうございます。また、ゴルフの練

習したくなりました。 

下津谷会員： 渋沢栄一のふるさとをたずねてツアーが

成功することを祈って。 

渡辺（良）会員： ゴルフは松山がチャンピオン、オーガス

ターという難しいコースでよくやってくれました。最後は

ハラハラドキドキでした。 

中川会員： 今日は卓話をしますが、急ぎ作ってきました。

メチャクチャかもしれませんが宜しくお願いします。 

真中会員： いよいよ巨人の進撃が始まりました！もう敵

はソフトバンクだけです。 

武井会員： だいぶ良い気候になりました。中川さん卓話

ありがとうございます。 

落合（善）会員： 大阪はコロナウイルスがひどい昨日は

1100 人近い、どうなってるの。東京圏もそうならなけれ

ば良いが。 

矢島会員： 栗原ガバナーを実現させましょう。 

舟越会員： 休みがちで申し訳ございません。 

栗原会員： 中川さん卓話有難うございます。松山マスタ

ーズ優勝はアナウンサーにつられてもらい泣きでした。 

関口会員： 明日 16 日地区研修協議会、ZOOM でも大勢

の出席を期待しています。青少年部門栗原リーダーご

苦労様です。 

古川会員：細井会員：大作（貴）会員 

田中啓会員： 50 年前私は何をしていたのかと考えると

まだ 10 歳の頃で、庭でもちつきもしていました。埼玉と

熊本ですが、地域が違っても似たところはありますね。 

古谷会員： ずっと忙しかったのですが、久しぶりに事務

所から参加しています。 

木村会員： 松山選手の優勝は喜ばしいことです。いつも

は電車の中にいる時間でしたが、在宅勤務で優勝の

瞬間を見ることができました。在宅勤務いいですね。 

田中（昌）会員： 中川会員の卓話、真中会員の記念史

紹介ありがとうございます。 

渋谷会員： 仕事中で静止画になっていますが、音声で

の参加を推奨してくれると助かります。 

戸賀崎会員： 中川さん卓話ありがとうございます。杉戸

に青少年交換が始まり、そしてこれがなければ私がロ

ータリアンになることがなかったと改めて思いました。 

日向会員： 中川さんの歌が聞きたかったですね。今度

はハンドマイク持って行きます。使えれば寄付致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アグリの蕎麦は美味しいですよ！是非会場にもお越しください。 

スマイル本日投入額 １８，０００円 

スマイル累計額 ４７０，５００円 

スマイル目標額 ****** 

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 


