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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２６１２回例会 ２０２１年７月１５日
移動例会（和泉屋）12:30 点鐘
点鐘
四つのテストの唱和
お客様紹介

宮田会長
仁部会員

春日部南 RC 会長 一瀬直樹様
幹事 小島俊明様

会長あいさつ

宮田会長

ここにきてコロナの感染者数が驚くほど
増えてきました。埼玉県の感染者数によ
っては、今後休会となる場合もあります。
ロータリーの例会が起因となる感染を引
き起こしてはならないので、休会について
は皆様のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。
あと数日でオリンピックが始まります。私としては全く実
感がありません。先週、聖火リレーの話をしましたが、
華々しいスポンサー車列のあと警察車両に囲まれて静か
に走るランナーの異様な光景を見て、いったいオリンピッ
ク開催の本質はどこにあるのかと疑問に感じました。
ところで、例年なら今頃は流灯まつりの準備で忙しくし
ているはずでした。私や栗原さんはいつもよりゆとりがあ

ボランティアをする予定です。このイベントのリハーサル
中に思わぬ事件に出くわしたこともありますが、夏に行わ
れる水辺のお祭りは楽しいものです。今年も開催されれ
ばお盆明けの例会では、真っ黒に日焼けをした私と栗原
会員の姿をお見せすることになります（笑）
先日アグリパークで新規
就農者支援のイベントでも
ある「トウモロコシまつり」
が開催され、山のように積
まれたトウモロコシが 30 分
でほぼ完売になるほどの
大盛況でした。トウモロコシ
というと黄色い品種がメイ
ンですが、今年は白いトウ
モロコシが多く、またこれが
抜群に美味しい！農業への新規参入者の支援として、ア
グリパークがチャンネルになって新たな販路拡大になっ
てくれたらいいなと思っています。

幹事報告


催される幸手桜高校ホストによる

に一抹の寂しさがあります。しかし、実行委員会と別です

インターアクト年次大会の案内が

が、8 月の第 1 週に川べりの通路に流灯を並べるという

届いております。詳細は事務局ま

企画をしています。水面に美しく映る流灯と違う趣になり
春日部の古利根川で、8 月中旬の土曜日「春日部夕涼

でご連絡ください。8/5 登録締切りです。


灯籠絵付けなど水辺ならではのイベントが行われます。
杉戸からは、杉戸ボートクラブとしてお手伝いに行きます。
細井さんと大三(株)の船を借りて子ども達を遊覧させる

会員増強維持部門より、2021 年 8 月 23 日 15:00
～ZOOM 開催される部門セミナーの案内が届いて

みフェスタ in 公園橋」が開催されます。会場は、古利根公
園橋および親水テラスです。ボート遊覧やカヤック体験、

青少年奉仕部門より、2021 年 8 月
22 日 13:00 より ZOOM において開

る夏になっていますが、流灯の忙しさを楽しんでいただけ

ますが、杉戸の風物詩なので是非ご覧になってください。

大作幹事

おります。7/30 登録締切りです。


公共イメージ部門より、2021 年 8 月 21 日 13:00～
ZOOM 開催される部門セミナーの案内が届いてお
ります。8/6 登録締切りです。

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

お客様挨拶

春日部南 RC 会長 一瀬直樹様

本日は貴重な例会のお

会の発展）を実施するには相当なお金がかかります。当
然、会費による予算が必要だったからです。

時間を頂きありがとうござ

実は私も、クラブの最も大切な事項は、会員増強維持

います。春日部南 RC 会長

だと思っております。そのためには、時代の流れに合った

の一瀬です。杉戸 RC は 43

フレキシブルな細則の変更も必要だと思っております。

名スタートで素晴らしいで

セミナー報告・卓話

すね。当クラブは先月 1 名の退会者が出てしまい 25 名

栗原会員

管理運営部門セミナーに地区役員（部門委員長）として

でのスタートになりました。やはり数は力と言いますが、

参加しましたので、PP で補足をさせて頂きます。私も 2 時

財政が非常に厳しいです。今年度は 3 名の増強を目

間半の中で中里パストの話が一番良かったと思います。

標にしていますが、これが終わらないと会長年度も終

そこで、2019 年規定審議会の一部内容について補足して

わらないと思っております。来年は 30 周年を迎えます

お話させて頂きます。

ので是非とも達成したいと思っています。
杉戸 RC さんは、早くからハイブリッドを導入し見習う
べきところがたくさんあります。当クラブでも ZOOM を行
っていますが、なんちゃってハイブリッドというくらいで
（笑）ZOOM は来ても 1 名くらい、まったく来ない日もあ
ります。また、設営できる人が来ないと ZOOM ができな
いこともあります。
私の年度のスローガンは、『楽しもうロータリー、知
ろうロータリー、おもしろ真面目にいこう！』です。楽しく
ロータリーライフを過ごしながら、ロータリーのことをも
っと学ぼうという趣旨です。今後ともご指導ご鞭撻を宜
しくお願い致します。

セミナー報告（管理運営部門）

渋谷会員

今年度も管理運営部門セミ
ナーは ZOOM で開催されまし
た。印象に残ったのは中里パ
ストガバナーの話でした。
私 は 知 ら な かっ た の です

ロータリーの目的は図式化すると上記のとおりになります。
また、2016 年規定審議会で大きく変わった 5 項目は、

が、2016 年規定審議会で、細則を変更すれば、クラブの

①例会の頻度、形式、出席に関する柔軟性

定例会を月 2 回でも認めること、また、クラブでの出席率

②E クラブとロータリークラブ

が 0％でも会費を納入していれば会員として認められると

③会員種類に関する柔軟性

いうことです。私が入会した時のロータリアンの三大義務

④ローターアクターの二重会員身分

は、「会費の納入、ロータリー雑誌の講読、そして例会出

⑤新会員からの入会金

席」でした。ロータリーが、例会への出席を重んじていた

当時は衝撃的でしたが、基本理念、職業分類制度は不

だけに、ちょっと驚きでした。

変であるが、会員数（資金）維持のためにクラブ運営の柔

国際ロータリーとしては、変化に対応しフレキシブルに

になります。

軟性を認める新たなルール導入をしますよということです。

運営をしていかないと、会員維持ができないとこのように

管理運営委員会からのお願いとしては、コロナ禍にお

舵を切ったようです。ロータリーの 6 つの重点分野（平和

ける現況下、オンラインの利用を促進し、会員みんなが

と紛争予防／紛争解決、疾病予防と治療、水と衛生設備、

参加できるオンライン例会を開催できるよう、クラブ内の

母子の健康、基本的教育と識字率向上、経済と地域社

「IT 委員会」立ち上げを提唱していました。

会員報告（スマイル）

栗原会員

親睦委員会より、折原年度
のスマイル集計報告をさせ
て頂きます。昨年度のスマイ
ル累計は、66 万 7,500 円でし
世界は、20 世紀の製造業を中心とした工業社会から、

た。休会やハイブリッド例会

情報産業を中心とした情報化社会へと変化しました。情

で会場出席者が少なかったにもかかわらず多くのスマ

報は、デジタルデータとしてコンピューター処理され、ネッ

イル寄付が集まりました。

トで伝達、誰でも収集可能になり AI 分析されます。

スマイル寄付は競うものではありませんが、個人金

またテレワークが可能にな

額は例会出席率と比例しているので、出席率の高い会

ることで、通勤による移動がな

員への感謝の気持ちと寄付者のモチベーションとして

くなり（ムーブレス）、企業では

1 位～7 位まで発表させて頂きます。

職務内容に基づいて必要な人

1 位 矢島会員 97,000 円 2 位 関口会員 76,000 円

材を採用する（ジョブ型）制度が導入され、地域ではボラ

3 位 小柳会員 50,000 円 ※お振込みありがとうございます

ンタリーが活発になる、そんな社会に変化しつつあります。

4 位 武井会員 42,000 円 5 位 折原会員 33,000 円
6 位 真中会員 30,000 円 7 位 栗原会員 29,000 円

会員報告（富岡 RC）

なぜ二つの道なのか、それは会員減少（アメリカでの減
少が要因）が止まらないこと。大胆な改革をしなければ生
き残れないことが理由です。そして、ロータリー財団は米
国の「世界慈善団体チャリティーナビゲーター」で 4 つ星
という最高評価を受け先細りが許されなくなってしまった。
これが真意かもしれません。（中略）
ロータリーは人づくり、人が成長できる組織でなければ
なりません。大事なことは、我々は何を残すのか、理念の
継承、誰かの役に立つことが幸せなこと、なのである。

会員報告

関口会員

ロータリーの基本は何も
変わっていません。スマイ
ル報告にも書きましたが、
終活をしていたら 2001 年
版長岡会員の「ロータリー
へのご案内」という冊子が
出てきましたが、長岡先生どうぞ最新版の作成をお願
い致します。お暇になったでしょうから…是非（笑）

栗原会員

追伸では、長年友好の窓口になって頂いた渡辺正義さん
が体調不良により 6/30 に退会されたことが書かれており

武井会員： お客様ようこそいらっしゃいました。本日は会
議の為に早退します。

ました。しかし、療養に専念し復帰を目指すそうです。

栗原会員： 来年もスマイル 7 位を目指します。

出席・スマイル報告

長岡会員： お客様ようこそ。

会員数

出席
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出席率
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0
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74.41%

一瀬直樹様： 本日は例会に参加させていただきありが
とうございました。
小島俊明様： 本日は例会に参加させて頂きありがとうご
ざいます。一年間よろしくお願い致します。
宮田会長： 春日部南 RC 一瀬会長、小島幹事ようこそ。
大作（貴）幹事： 一瀬会長さん、小島幹事さん、本日は
ご来訪ありがとうございます。
野口（美）会員： 一瀬会長、小島幹事、ようこそ。今後共
よろしくお願い致します。
落合（喜）会員： 今日、明日で梅雨も明けるとのこと。
いよいよ暑い夏が到来かと思うと相当身体に気を付け
ないとネ（長生きしたいからネ）
矢島会員： CLP 導入 15 年目クラブにもたらしたものは
お客様ようこそ。
下津谷会員： オリンピックの日本代表サッカーを応援し
ています。
関口会員： お客様ようこそ。終活をやっておりましたら、

真中会員： オリンピックまでいよいよあと一週間！400m
リレー史上初の金メダル獲得が見られるかも？
仁部会員： 春日部南 RC 会長・幹事様御苦労様です。
早くオリパラ、衆議院選挙が終わって穏やかな日々を
送りたいものです。
渡辺（良）会員： お客様ようこそ。先週 2 回目のワクチン
接種を終えました。
渋谷会員： まだまだ勉強不足ですみません。本日はあ
りがとうございました。
田中（昌）会員： 渋谷さん、栗原さん、報告とご説明あり
がとうございました。
日向会員： ロータリーの話を聞かせて頂きましたが、複
雑ですね。皆様お元気でなによりです。
田中（啓）会員： 本日は１３：３０から会議なので、途中で
すが退出します。（チャットより）

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✽✽✽

2001 年版長岡会員の「ロータリーへのご案内」という冊
子が出てきました。時代は変わっておりますがロータリ
ーの基本は不変です。是非最新版も発行してほしいも
のです。
古川会員： 春日部南 RC の会長様幹事様本日はお忙し
い中ありがとうございました。次回はアグリパークです。
宜しくお願い致します。
木村会員： 先日の聖火リレー、杉戸にこんなに人がいた
の？という人手でした。無事に終わって何よりでした。

第２６１３回例会 ２０２１年７月２２日 休会（海の日）

次回は７月２９日（アグリパーク）になります！

