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杉戸ロータリークラブ週報 

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２６０６回例会 ２０２１年６月３日 

移動例会（和泉屋）12:30 点鐘 

四つのテスト唱和 馬場会員 

6 月結婚祝  

中野恒明（5 日） 田中啓司（10 日） 

6 月誕生祝  

渡辺 孝（15 日） 武井 章（18 日） 

会長あいさつ                       折原会長 

 今年度も早いもので最終月となりまし

た。レースでいうと最終コーナーを回り

最後の直線というところでしょうか。今

年を振り返るとコロナによる自粛ででき

ないことが多い一年でした。 

6 月は「ロータリー親睦月間」です。例年なら、6 月は国際

大会で海外へ、また最終親睦旅行で鬼怒川などに行って

いました。コロナ禍でなければ来週から台湾へ行くことに

なっていました、昨年はハワイの国際大会へ家族で行く

予定にもなっていましたが残念です。手帳を見ると土曜

日にガバナーナイトと記入していました。コロナが早く収

束して、家族を海外旅行へ連れて行きたいと思います。 

6 月理事会報告                  野口幹事 

7 月例会予定 ※会場は 7 月の例会案内に記載します 

1 日 交代式・結婚誕生祝・理事会報告、さいしん 

8 日 雑誌紹介 

15 日 次年度委員会活動方針 

22 日 次年度委員会活動方針 

29 日 会員卓話（未定） 

 次年度各委員長に対し、年度計画

書の委員会活動計画原稿作成の

お願い

 次年度の例会会場については、さ

いしんの感染防止対策に協力する

ため、しばらくは移動例会を継続

 7 月 1 日の新年度第一例会のみ、さいしん例会場で

例会を開催→さいしん支店長の了承済み。

 次年度公式訪問は 9/9、リハーサルは 9/2 予定

 流灯まつり例会、杉戸町音楽祭は中止決定

 次年度部門セミナーは ZOOM 開催

 新入会員、渡邉克巳会員は、親子引き継ぎのため

入会審議は免除、入会式は 6 月 17 日決定

 バナーの在庫が僅かになったので、バナー作成

新デザインで作成予定

 6/10 アグリパーク、春日部 EV よりお客様 3 名来訪

新入会員あいさつ  渡邉克巳様 

 この度、父の後を継いで、ロータリークラ

ブに入会させて頂くことになりました。皆様

と共に会を盛り上げていければと思います

ので、どうぞ宜しくお願い致します。 

雑誌紹介  真中会員 

6 月は、ロータリー親睦月間です。RI 指定記

事は重点分野に加えた「環境」について写

真による特集記事が掲載されていますので

各自に是非ご覧になってください。 

真中会員お勧め記事を紹介して頂きました 

 横 P.22「侃侃諤諤から新たな文化「マスクファッショ

ン」を楽しめるようになりました

 横 P.23「2 度の緊急事態宣言で学んだこと」

 横 P.24「早朝ランニングで充実感、出来ないと嘆くよ

り、できるように考える」

 横 P.25「得たことあり、失ったことあり…」

 縦 P.4「悠久の庄内海岸林」 クロマツと歩む私の人生

 縦 P.9「この人訪ねて」 アイスホッケー普及活動を続けて

 縦 P.16「旧街道を歩く会」 脚力低下の予防に

 縦 P.17「我がクラブのレジェンド」



会員報告 関口会員 

ロータリー100 周

年を記念して、「ロ

ータリー日本 100

年史が発行されま

す。別冊「ロータリ

アン 100 人の功績」の中に地区か

ら 2 名選ばれていると思います。ク

ラブに1冊配布されますが、個別に欲しい方はクラブ単位

で申し込みをしますので事務局まで。 

会員報告 大作（忠）会員 

 私事ですが、当社の工業用洗浄装置

が、「第 33 回中小企業優秀新技術・新製

品賞」において、環境貢献特別賞を受賞

し、先般行われた授賞式に出席して参り

ました。本日は資料を持ってきましたので

是非ご覧ください。 

出席・スマイル報告 

会員数 出席 欠席 免除 MU 出席率 

43 17 26 0 （13） 88.09% 

折原会長： おかげ様をもち、今月で会長年度が終了し

ます。早いものです。 

野口幹事： 先日、木更津のホテル三日月へ行ってきま

した。昨年、武漢からの帰国者を受け入れたグループ

です。宿泊客に不自由の無い感染対策をされており、

安心してあそべました。 

大作（貴）会員： いよいよ次年度が近づいて来ました。

緊張しております。 

関口会員： 5 月 29 日 2 回目のワクチン無事接種、杉戸

はわりあい早いようです。 

木村会員： ワクチン接種が進んでいるようで何よりです。

この夏は空前の旅行ブームが来る予感がしますね。 

下津谷会員： 今夜のサッカー日本 A 代表とアンダー24

の試合が楽しみです。どちらも頑張れ！ 

真中会員： 2 回目のワクチン接種（29 日）の翌日 38.5 度

の発熱で一日中寝込みました。人間こんなに眠れるも

のかと改めてビックリしました。 

渡辺（良）会員： コロナウイルスのワクチンはまだです。

今月 16 日の予定です。国民の過半数が接種すれば良

いのですが、しばらく元気がでない毎日が続きそうです。 

大作（忠）会員： たまに、電車に乗る事がありますが、マ

スクをしているので、皆美人に見えてしまいますね！

栗原会員： 克巳くんおめでとう。二つ返事で入会してくれ

る人は必ず幸せになることでしょう。何故ならば、人に

嬉しい思いをさせるからです。目の前の人が喜んでく

れることがロータリーの目的です。今後ともよろしくお

願いします。 

田中（啓）会員： 杉戸町のくらし安全課を訪問し、洪水ハ

ザードマップの改訂（10 年ぶり）の内容聞いてきました。

雲仙普賢岳の噴火から30年が経ちます。この辺では、

噴火で命を落とすことはありませんが、富士山や浅間

山もあるので、頭の中にいれておく必要がありますね。 

渡辺（孝）会員： 今月 6 月で 56 歳になります。歳をとる

のは早いなあと思います。 

日向会員： 大作さんの開発した製品が良く分からなかっ

たので教えてください。また、自宅屋根の太陽光発電

の固定価格買取り制度が今夏に終了するのですが、

電気買取り業者から電話がかかってくるようになりまし

た。どこか良いところがあったら教えてください。 

田中（昌）会員： 真中さん雑誌紹介ありがとうございます。

和泉屋さんに本日は総会で伺います。 

渋谷会員： 渡邉会員、入会おめでとうございます。杉戸

町はワクチン接種が進んでいるようですが、野田市で

は個別接種になっています。これから集団接種も始ま

るようですが、早く行きわたるといいなと思います。 

スマイル本日投入額 １２，０００円 

スマイル累計額 ５８８，５００円 

スマイル目標額 ****** 

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽


