Rotary Club of SUGITO
杉戸ロータリークラブ週報
2021～2022 年度 RI のテーマ

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
会長 宮田 雄一

幹事 大作 貴洋

http://www.sugito.club

第２６１１回例会 ２０２１年７月８日
移動例会（和泉屋）12:30 点鐘
点鐘
四つのテストの唱和
会長あいさつ

指示されていました。これは、4 号線から
宮田会長

折原（正）会員
宮田会長

昨日、台湾の中壢北区 RC 会長就任式
に栗原会員とリモートで参加致しました。
ZOOM と違うソフトだったので、ログインテ
ストをするなど準備をしましたが、時差が
あることを忘れていて、夜 19 時からでしたが、時間が過
ぎても入室できないというアクシデントがありました。
予め送られた次第を見ると、なんと項目が 21 もあり私
の挨拶は第 11 番目になっていました。中壢北区会長の
挨拶は通訳を通してありましたが、台湾のガバナーの話
は分かりませんでした。また、面白いところは、例会の中
で抽選会が 3 回もあり、ルーレットを回してフライパンなど
の景品が当たるのですが、とても盛り上がっていました。
そして、司会者の声が高くプロレスのリングアナウンスの
ようなテンションでした（笑）。とても歓迎を受けまして、コ
ロナが終息したら是非顔を合わせて、共通した奉仕活動
ができればよいと言って頂きました。
今回のリモート就任式はハイブリッドではなく個々の完
全なリモートでした。このような形で海外のロータリアンと
つながることができるという急激な進歩を感じながらおよ
そ 2 時間という長い例会は無事に終了致しました。

侵入する車テロに対するバリケードとし
ての務めだと思います。
聖火リレーをご覧になった方はいたで
しょうか？私は遠くから少し見えただけで
した。スポンサーの車列の後に警察車両に囲まれたラン
ナーが突然現れるという状況で、歓声もなく独特な空気
感でした。本来なら、もう少し浮かれた雰囲気の中、杉戸
町の小中学生にも楽しく見せてあげたかったのですが、
コロナ禍で特殊な状況であったと思います。これから緊急
事態宣言も再度出るということで、どのようなオリンピック
開催となるのか見守りたいと思います。

幹事報告


大作幹事

日本のロータリー100 周年実行委
員会より、ビジョンレポート 2020 が
届いております。これは、クラブ
Web アンケートの結果に基づいた
全 63 ページの PDF ファイルです。「今後のクラブ
運営やあり方について考える際の参考にしてくだ
さい」と書かれています。ページ数が多く PDF ファ
イルでお送りしますので興味のある方は事務局ま
でご連絡ください。※下記目次参照

会員報告

栗原会員

昨日中壢北区 RC の第 32 代会長就任
式にリモートで参加を致しました。台湾
ではコロナ禍でも普通に例会をしていた
そうで、今回初めてのリモートだと言っ
ていました。中壢北区 RC は富裕層の女性からなる約

また、昨日は杉戸町で聖火リレーがありました。私は消
防団として警備にあたりました。中央三井信託銀行のあ
る本陣の交差点で、消防車を道を塞ぐように停めるよう

30 名のクラブです。例会の進行など女性ならではのク
ラブの楽しみ方があるなと感じました。コロナ終息後に
は、東武観光でまた台湾へ行きましょう。

例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
TEL&FAX 0480－31－0031

雑誌紹介

野口会員

1 年間毎月雑誌紹介を致しますので宜し

折原（正）会員： 大規模接種会場の予約ができないので、
杉戸町のワクチン予約を 7/13 （予約開始日）にします。

くお願い致します。7 月号は RI 指定記事で

早く打ちたいですが、いつになるやら…。

は会長からのメッセージがメインとなってお

野口（美）会員： 初めての雑誌紹介をさせて頂きます。

りますので是非ご一読ください。

宜しくお願いします。



横 P.5 ロータリーの心を紡ぐ『ロータリーの友』



横 P.7～17 RI 会長メッセージ・夢を紡ぐ人

6/30（水）7/1（木）と 1 泊で初島ホテルエキシブまで行



横 P.29 ガバナーの横顔（松本輝夫ガバナー）

ってきた。2 日後 3（土）で良かったでした。（幸運な男で）



横 P.52 RI の委員に応募しませんか



縦 P.4 コロナ後日本はどうあるべきか



縦 P.9 この人訪ねて（齋藤幸一さん）

下津谷会員： オリパラが無事終わってほしいです。



縦 P.17 58 年皆出席クラブのレジェンドを語り継ぐ

武井会員： 本日はコロナワクチン 2 回目を行います。



縦 P.22 捨てるの「ちょっと待って！」

栗原会員： 昨日、午後社員が全員いなくなりました。聖

落合（喜）会員： 熱海市伊豆山付近が大変ですネ。私

矢島会員： 1995 年 6 月杉戸中央 RC 入会、今年 27 年
目になります。今更ながらロータリーとは？

※他にも興味深いたくさんの記事を紹介して頂きました。

火リレーを見に行ったそうです。やっぱりオリンピックは

第 2770 地区関連記事

明るい材料です。又、熱海の土石流は人災です。川、



横 P.56 海外と対等な関係性をつくる（浦和北 RAC）

谷はむやみに埋めてはいけません。



縦 P.24 書き損じはがき回収ポスト（越谷北 RC）

長岡会員： こんにちは。



縦 P.25 環境問題への取り組みから（大宮西 RC）

真中会員： 昨日は自転車を駆使して聖火リレーの追っ



縦 P.18 「ロータリーの目的」と戦略計画の関連は？

会員報告

古谷会員

昨日、杉戸町役場より聖火リレーがス

かけを楽しみました。
仁部会員： 宮田会長&大作幹事 1 年間宜しくお願い致し
ます。「さすが会長の話良かったです」と聞く前から言っ

タートしました。埼玉県内のオリンピック

ておきます！

聖火ランナー75 名の一人、杉戸町・宮代

馬場会員：栗原会員：古川会員：

町区間ランナーは杉戸町在住 30 年大橋

田中（昌）会員：渡辺（孝）会員： 野口会員雑誌紹介あり

裕美さんです。ランナーは私が選んだ訳

がとうございます。

ではありが、二つのがんを経験した大橋さんは、闘病の

田中（啓）会員： 宮田会長、大作幹事宜しくお願いします。

際にお世話になった方々に「こんなに元気になりました、

春日部にも聖火リレーが来ました。東京オリンピック誘

ありがとうございますという感謝の思いで走りたい。」と言

致での「おもてなし」楽しみです。

っておりました。スポンサー車列は凄かったですね（笑）

小柳会員： 初めて車の中から ZOOM 参加をしています。
早く例会場で参加をしたいと思っております。
大作（忠）会員： 先週は宮田会長のキックオフ例会に出
席できずに申し訳ありませんでした。人間ドック後の検
査入院でした。大変なスタートですが頑張ってください。

出席・スマイル報告

木村会員： 聖火リレーが支店の前を通過し、手の空い

会員数
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ている者でうちわを振りました。とても良い経験ができ
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たと思います。コロナ禍で人が少ない杉戸の沿道も昨

宮田会長： 聖火リレー皆様ごらんになりましたか？
大作（貴）幹事： 昨日は聖火リレーにより杉戸町もひとと
きの賑わいをみせました。
古谷（松）会員： いろいろお世話になりました。後 4 年間
頑張りますのでご協力をお願いします。

日は大勢の人で賑わっていました。

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

１９，０００円
３９，０００円
******

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

