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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２６１３回例会 ２０２１年７月２２日 休会
第２６１４回例会 ２０２１年７月２９日



公共イメージ部門より、地区 YouTube 動画「みら
いの扉-まっチャンネル」の案内が届いております。
これは、毎月更新されるガバナーからのメッセー

移動例会（アグリパーク）12:30 点鐘
点鐘
宮田会長
四つのテストの唱和
野口（美）会員
お客様紹介

ジ動画です。「チャンネル登録」と「いいね」を宜しく
お願いしますと書かれております。

杉戸町総合型スポーツクラブすぎスポ 理事長
齋田 壮市様

会長あいさつ

宮田会長

本日は、例会の前に緊急理事会を



「2021-22 年度地区大会記念ポリオ根絶&COVID-

開催致しました。皆様もご存知のとお

19 支援チャリティゴルフコンペ」の案内が届いてお

り、感染者数が爆発的に増加しており

ります。場所は、プレステージ CC（東・西）、募集

数日以内に緊急事態宣言が発出され

人数は地区役員を含む 4 名となっております。

ます。これに伴い昨年同様に宣言期

理事会報告

間中の例会を休会とさせて頂きます。
デルタ株の猛威は止まらず、また感染者の年齢層も変化
してきております。クラブ内でもワクチン接種できていない

9 月例会予定 ※7/29 現在では 9 月から再開予定
2日
9日
16 日
23 日
30 日

そんな中ですが、本日はすぎスポの斎田様に卓話をお
願い致しました。どうぞよろしくお願い致します。以前、竹
細工をいくつか頂きましたが、釣り人が釣竿を垂らしてい
る様子の竹細工は、現在自宅の水槽でネオンテトラを釣



っています（笑）。今日は新作があるそうで楽しみです。

9月
結婚誕生・理事会報告・雑誌紹介（和泉屋）
ガバナー公式訪問（和泉屋）
外部卓話予定
休会（秋分の日）
内容未定

ガバナー公式訪問例会について
開催日：9 月 9 日（木） 場所：和泉屋

そして、会員卓話では古川会員にお願いをしておりま

11:00 ガバナー面談、例会後のクラブ協議会には

す。日頃は忙しくなかなか例会に出席できないということ
ですが、本日は快く引き受けて頂き感謝致します。どうぞ

宮田会長

8 月例会は緊急事態宣言の発出により休会

若い会員が多いのでご理解をお願い致します。

各委員長は委員会発表宜しくお願い致します。


よろしくお願い致します。

地区ゴルフについては、戸賀崎会員を中心に参加
者の取りまとめをお願い致します。

幹事報告


地区事務所より、2021 年 10 月 4 日開催される

大作幹事



第 2580 地区ガバナー事務所より、2021 年 10 月 2
日（土）10:00 より東京 RC ホストにより開催される

青少年交換に関しては、新型コロナウイルス感染症
の状況から時崎派遣候補生の派遣を断念しました。



埼玉縣信用金庫杉戸支店より、「非接触赤外線温度

「第 19 回ロータリー全国囲碁大会」の案内が届い

計の購入」協力のお伺いがあり、各会員へのご案内

ております。詳細は事務局まで。

をしますので購入希望者は事務局までお願いします。

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

すぎスポ 理事長 齋田壮市様

回しをしていました。先生が知らなかったり、生徒の前で

本日は例会の貴重なお時間を頂きあ

恥をかいたりすると、生徒は先生を馬鹿にするようになり

りがとうございます。すぎスポでは、昨

ます。生徒になめられると子どもは先生の言うことを聞き

年度の緊急事態宣言発出以来、予防

ません。先生に花を持たせる訳ではありませんが、自信

対策で参加人数の制限や 消毒の徹

を持った態度でいさせることが大事ですね。

底、検温、これまで体験のない事態に

私は体育科の教師なので、筋道を立てて結論まで話

なりましたが、皆様のご理解とご協力で事業が実施出

すのは得意ではありません。どちらかというと行き当たり

来ました事心より感謝申し上げます。

ばったりのことが多いのですが、子どもの注意を引き印

昨年 10 月に文部科学大臣表彰を受賞致しました。

象に残る話をするよう心掛けておりました。例えば、勉強

この表彰は、昭和 52 年よる地域又は職場におけるス

方法の「カ・キ・ク・ケ・コ」は何でしょう？と注意を引きます。

ポーツの健全な普及及び発展に貢献し地域における

時々先生を指して答えさせます。もちろん先生には答えら

スポーツの振興に顕著な成果を上げたスポーツ関係

れるよう根回しをしています。（㋕：書いて覚える、㋖：聞

者、団体に表彰されるものです。この表彰を受け、昨

いて覚える、㋗：繰り返し覚える、㋘：計画的に覚える、

年 12 月 23 日に杉戸

会員卓話（人を育てる）

㋙：言葉に出して覚える）など、です。

町町長に報告のた

また、教育における名言には良い言葉があります。二

め表敬訪問を致しま

宮尊徳の「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は

した。この表彰は皆

寝言である」山本五十六の「やってみせ、言って聞かせて、

さまのおかげと感謝

させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。話し合い、耳

申し上げます。

を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。やってい

古川会員

私の前職は学校長です。
会員 の皆様 も社 長（経 営

る、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。」ど
ちらも皆が知っている名言ですが、何十年経った今でも
通用する素晴らしい言葉だと思います。

者）ということで釈迦に説

杉戸町の名誉町民である上原正吉はご存知だと思い

法になりますが、共通して

ますが、社長であった大塚製薬の社是の一つは、「正直・

大切なのは「人を育てる」と

勤勉・熱心」です。まずは人として、何事に対しても、誰に

いうことだと思いますのでお話させて頂きたいと思います。

対しても、「正直」でなければいけない。そして、何事にも

校長は、月一回生徒への講和があるのですが、日々

一生懸命「勤勉」に情熱をかけて「熱心」に仕事をしなさい

そのネタを探しておりました。講和は長くてはいけません。

ということだそうです。また、信用はお金で買えないという

長くても 3 分で終わるようにしています。また、学校内で

ことから、どんなに会社の規模が大きくなっても驕らず、

は様々なトラブルが起こります。学校には多くの職員がい

どんな人にも不利益がないようにという精神を今でも大切

ますが、トラブルに対し積極的に協力する人、どちらとも

にしているそうです。

つかずの人、我関せずの人の割合は３：４：６くらいの割

今話題のオリンピックですが、昭和 39 年のオリンピック

合です。校長はとても大変ですが、当時 PTA 会長であっ

の時、私はまだ子供でした。東洋の魔女と言われた女子

た栗原会員に相談させて頂きずい分と助けて頂きました。

バレーボール、体操、マラソンはとても印象に残っていま

現在は社長でありますが、やはり一番大切なのは、「教

す。特にマラソンの円谷幸吉選手

え育てること」ではないかと思っております。人を育てるの

は決して忘れることはできません。

に大切なことは、①人に自信をもたせること、②正直に生

2 位で国立競技場に戻ってきます

きさせること、だと思っています。特に人に自信をもたせ

が、イギリスのヒートリーに抜かれ

ることは大切でその恩恵はかならず返ってきます。

惜しくも 3 位に。その後メキシコオリ

私が校長の時に、気を付けていたのが生徒の前で決し
て先生に恥をかかせないことです。そのために相当な根

ンピックを目指しますが、残念なが
らその年に自殺をしてしまいます。

2004 年のアテネオリンピ

古川会員： 本日アグリパークをご利用頂きましてありが

ック・パラリンピックでは、日

とうございます。野球昌平高校残念でした。

本は 16 個の金メダルを取り

矢島会員： オリンピック、スポーツは最高ですね。

ました。テーマソングはゆず

関口会員： ロータリーも夏休みです。

の「栄光の架橋」でした。今

武井会員： オリンピック大変すばらしい成績で毎日楽し

日は CD と歌詞を持って来た

んでいます。

ので、歌詞を見ながら皆さん

栗原会員： 23 年前、高次年度のライラ資料がでてきまし

で聞いてみたいと思います。

た。杉戸からは 3 人細井、嶋田哲也、宮田会長が参加

この曲は、苦しく悔しい時

していました。

期があってこそ乗り越えた今があると歌った曲で、人生そ

真中会員： ついに宮代町で私の行きつけの店近くでコロ

のものだと私は思っております。一つ一つの歌詞をよく読

ナの感染者が出ました。暫く家で大人しくして居ます。

むと、オリンピックに至る選手の心模様ばかりでなく、私

仁部会員： 昌平高校残念でした。近いうちに甲子園へ

たち一人一人の歩みを確認することのできる歌詞である

出場出来る事と思います。我が母校春日部工業も是

と分かります。

非秋は県大会に出場できますように！

「人知れず流した泪」や「決して平らな道ではなかった」
「何度も何度もあきらめかけた」と素直に表現している言

渡辺（良）会員： 気になる数 3 つ、1.大谷のホームランの
数、2.五輪のメダルの数、3.コロナ感染者の数

葉が本当に胸に響きます。辛く苦しい時期を超えてきた

馬場会員： 先日細井社長とマグロを釣りに行きました。

からこそ「いくつもの日々を越えて 辿り着いた今がある」

21.5 キロのキハダ釣れました。目標は 30 キロですので

「もう迷わずに進めばいい」と言えるのです。それぞれの

夏のシーズンで達成させます。

栄光の架橋をそれぞれが渡り、次なる新しい道のりに向

田中昌夫会員： スマイル 20,000 円を送金頂きました‼

けて少しでも自分の力を尽くせるように、心から願います。

出席・スマイル報告
会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

43

20

21

0

（12）

74.41%

宮田会長： 斎田様ようこそ。古川さん卓話ありがとうござ
います。まだまだコロナには放浪されますね。
大作（貴）幹事： 先日ワクチン接種をしてきました。副反
応も特になく安心しました。
野口（美）会員： 1 回目のワクチンを主治医の指導ものと
打ちました。2 回目は 14 日です。しばらく休会となりま
すが、暑さに耐えてがんばりましょう。
落合（喜）会員： 今 2020 東京オリンピックが 7 月 23 日
(金)から始まりました。1 年以上の遅れでも開催出来て

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

４０，０００円
１０７，０００円
******

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

良かった。楽しく毎日見ています。

8 月例会の全休会のお知らせ （次回の例会は 9/2 和泉屋 公式訪問リハーサル予定）
全国及び埼玉県の新型コロナウイルス感染症の急激な拡大と緊急事態宣言発出に伴い、
8 月の例会をすべて休会と致しました。尚、9 月の例会案内については、8 月の感染状況
の推移を見ながら、理事会で協議し決定次第ご案内させて頂きます。会員の皆様には
大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。

2020-21年度決算報告
杉戸ロータリークラブ 2021年6月30日

２０２０・７．１～２０２１．６．３０
収入の部
2020-21
予算

2020-21
実績

前年度繰越金

2,042,820

2,042,820

会費

6,020,000

5,876,216 上期会費0円、下期14万 ※自動決済サービス手数料による端数あり

科 目

摘

入会金

0

0

ビジター登録料

0

19,500

スマイル借入

0

0

0

0

0

0

雑収入
合

計

要（2020-21年度）

0

12

8,062,820

7,938,548

2020-21
予算
380,000

2020-21
摘 要（2020-21年度）
実績
379,732 ポリオ備品、中元歳暮、卓話お礼、公式訪問、理事会費、他

支出の部
科 目
クラブ奉仕
プログラム・R情報
ク
ラ 会報・雑誌
ブ 会員増強・退会防止
奉 親睦
仕
出席
小計
委
員
会
奉
仕

0
330,000
0
400,000
950,000
2,060,000

職業奉仕

7,000

社会奉仕

0

国際奉仕

5,000

青少年奉仕

100,000

特別事業費

0

0
329,520 週報、ロータリー友、用紙・インク、他
0
311,628 親睦会、結婚誕生祝、親睦旅行、親睦ゴルフ、他
566,000 地区大会、IM登録料、セミナー登録料一括払、他
1,586,880
2,000 単発セミナー登録料
184,290 災害募金、小中学校皆勤賞盾、すぎスポ協賛、障がい者週間協賛、他
5,000 国際交流協会
0
111,300 グローバルグラント補助金事業_バンコク

小計

112,000

302,590

ロータリー財団

930,000

903,709 200$X43

950,000

915,000 20,000円X43、米山感謝の集い、入学式、修了式

財
米山記念奨学会
団
小計

1,880,000

1,818,709

地区分担金

1,032,000

1,040,000 \24,000X43

分 ＲＩ人頭分担金
担 米山普通寄付
金 特別分担金
小計

330,000

323,600 69$X43

215,000

215,000 米山普通寄付金\2500x43

0

0 ※地区分担金に含まれる

1,577,000

会 例会費
議 会長幹事会費
費 小計

500,000
200,000
700,000

1,578,600
435,285 例会弁当、お茶代、夜間例会飲食費、他
60,000 会長・幹事会、事務局研修
495,285

事務用品費

50,000

33,759 コピー用紙、プリンターインク、領収書、祝儀袋、乾電池、他

印刷費

50,000

50,000 年度計画書作成費、製本表紙代、他

通信費
事 人件費
務
慶弔費
局
費 支払手数料
事務所費

180,000

187,839 電話代・FAX、インターネット、郵便、他

960,000

960,000 事務局

予備費
小計
合

計

収支合計

100,000
20,000
300,000

98,200 香典、花輪、他
17,710 振込手数料
287,976 リース料金（FAX複合機）、トナー交換費用

73,820

0

1,733,820

1,635,484

8,062,820

7,417,548

0

521,000

0

