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２６２４回例会 ２０２１年１０月７日
移動例会（和泉屋）12:30 点鐘
点鐘
四つのテストの唱和
10 月結婚祝

宮田会長
大作（貴）会員

10/29 には、青少年部門セミナーがあります。セミナー
の第 2 部では「ローターアクトを語ろう」というテーマにな
っています。私も杉戸 RAC に所属していましたが、2019
年の規定審議会の決定によりローターアクトクラブは、ロ
ータリーと肩を並べるパートナーという位置づけになりま
した。私たちは、ローターアクトの新しい立場とアクトが求

舟越芳朗（16 日） 真中博克（16 日）

めるものを知る必要があります。通常のセミナーより遅い

高橋佑輔（18 日）木村泰一郎（19 日）

時間帯に開催されますので、参加できる方は是非 ZOOM

田中昌夫（20 日） 関口博正（25 日）

でご覧頂きたいと思います。

10 月誕生祝
渡辺良一（17 日） 細井勝保（22 日） 中川定雄（27 日）

会長あいさつ

宮田会長

幹事報告


大作幹事

9 月 29 日「ワクチン接種会場備品寄贈」贈呈式
地区補助金事業により、R 財団、社会奉仕委員長

皆様お久しぶりです。本日 11:30 私は

会長・幹事で杉戸町役場に訪問致しました。

2 回目のワクチン接種を致しました。理
事会には間に合わず申し訳ありません
でしたが、ようやく接種が完了しホッとし
ております。今日は緊急事態宣言が解
除されて以来、私も初めて会食付きの会合となります。皆
様とこうして顔を合わせての集まりはいいですね。今後も
状況を見ながら、四つのテストのように皆様と好意と友情
を深めていきたいと思います。
先日、町役場で地区補助金事業「ワクチン接種会場備

杉戸 RC Facebook より

品の寄贈」の贈呈式がありました。会長、幹事、田中財団
委員長、渡辺社会奉仕委員長にも出席して頂きました。



ラリーについて案内が届いております。10/24 ポリ

写真を見ると、皆杉戸ロータリークラブの会員で不思議な

オデー東京駅から有楽町までポリオ T シャツを着

感じですが、このような機会が度々あると広報誌にも掲

て歩くイベントです。詳細は、事務局まで。

載され一般の方々にも認知されると期待しています。
先月から毎週のように様々なセミナー行われておりま



に関する詳細は後日ご案内致します。

っては参加しやすくありがたいと思っております。先日の
あり皆様にもご案内を致しましたが、会員の方々も数名
ZOOM で参加頂き感謝致します。

ガバナー事務所より、11 月 13 日（土）～14 日（日）
開催の地区大会の案内が届いております。参加

す。出席が大変ですが、基本的には ZOOM なので私にと
米山セミナーでは、コウ・イッセンさんの学友スピーチが

公共イメージ部門より、世界ポリオデー・ウォーク



大宮南 RC より、「ボランティアマッチング ACT」ボ
ランティアの需要と供給をマッチさせる情報掲載
の登録の案内が届いております。

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

理事会報告

大作幹事

11 月例会予定
4日
11 日
18 日
25 日



ボランティアマッチング ACT について

宮田会長

これは、ボランティアを必要としている福祉団体とボラン

11 月
結婚誕生・理事会報告・雑誌紹介
地区大会に振替え（11/14）
外部卓話（財団学友）1～2 名
セミナー報告（社会・職業）

ティアをしたい団体をマッチングさせる事業です。このロ
ーターアクトの発想と行動力は素晴らしいなと思います。
今回これを実現できたことは、ロータリーが目指す重要な
成果だと思います。

次年度関連書類提出について
会長エレクト：中川定雄 幹事：下津谷忠史
地区役員推薦：戸賀崎千夏



11/14 地区大会について
全員登録、RI 会長代理歓迎晩餐会 4 名出席



大宮南 RAC「ボランティアマッチング ACT」について



「世界ポリオデートレインジャック」PJ について

雑誌紹介（ロータリーの友）







野口（美）会員

P.4～5 RI 会長メッセージ
P.11 “よねやま”を知ろう
P.18 ロータリー学友に聞きました
P.22 学友、アメリカでガバナーになる
P.36 10/24 は「世界ポリオデー」
P.45 「トレインジャック」プロジェクト

速報!! 2022-23 年度会長・幹事が決定しました
本日の理事会におい
て次年度会長幹事
が決 定 致 しま した 。
会長エレクトは中川
定雄会員です。下津
谷忠史会員に幹事を
引き受けて頂きました。今後とも宜しくお願い致します!!

出席・スマイル報告
会員数
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出席率
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0
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宮田会長： 皆様おひさしぶりです。久しぶりの例会です
ね。11 時 30 分、先程ワクチンを打ちました。
大作（貴）幹事： 本日は大勢の出席をいただきまして






P.46 10/24 クラシックカーが埼玉を走行
P.9（縦欄） 「この人を訪ねて 前橋 RC 遠山昌子」
P.13 卓話の泉 薬の使い方
P.16 友愛の広場 90 歳直前のホールインワン
P.19～23 ロータリーアットワーク
様々なクラブの事業が掲載されていますご一読を

ありがとうございます。
中川会員： 中々出席できなく申し訳ありません。コロナも
終息すれば楽しい会食もできますね。
折原（正）会員： サッカー日本代表戦、本日深夜キックオ
フですが、最近は地上波放送がなくなり残念です。

戸賀崎会員： 今日は曇っていて残念ですが、秋空がま

渋谷会員： 皆様こんにちは。小麦粉が値上がりして店は

ぶしい日が続きますね。今さらですが、ウォーキングを

大変です。また、駅西口にある街路樹にムクドリの大

始めました。いい季節から始めるとつづかないと申しま

群が押し寄せて、騒音とフンの被害に悩まされていま

すが、がんばりたいと思います。

す。様々な対策を試みても、隣の木に移動するだけで

野口（美）会員： お久しぶりです。今日は雑誌紹介をさせ
て頂きます。宜しくお願い致します。
落合（喜）会員： 10 月 1 日でコロナが解禁になったので
近くを毎週平日でアチコチドライブしています。

すぐ戻ってくるので困ったものです。
渡辺（孝）会員： いつも ZOOM 設営ありがとうございます。
ZOOM で参加できるので助かっております。
大作(忠)会員： 8/17 に母が満 100 歳となり菅内閣総理

昨日も６日㈬７日㈭と奥日光温泉に 1 泊 2 日でドライブ

大臣から記念の盾が届きました。古谷町長が直々に届

して来ました。（先がないからネ～）

けに来てくれました。菅さんは法政大学の後輩で短命

木村会員： 久しぶりに皆様の元気なお顔拝見でき、こち

でしたが、かえって希少価値があるかと思っています。

らも元気いただきました。このまま収束を祈ります。

中川エレクトと下津谷次年度幹事から一言頂きましたが

関口会員： どなたです、そういうあなたは、どなたです

スピーカーが OFF になってしまい録音できませんでした。

シルバー川柳
矢島会員： 久しぶりのアルコール付き飲食旨いですね。

掲載できず申し訳ありません。

パズル de ロータリー（ロータリーの友 P.38）

下津谷会員： おじさんの深井氏が宮代町議会補選でみ
ごと当選しました！
武井会員： 久しぶりに例会場でお会いすることが出来ま
した。
細井会員： 今日は、しばらくでした、私は元気です。
仁部会員： 10/1 解除に伴い、早速大吉さんへ行き、久
しぶりに生ビール旨し！飲み方を忘れていました。早く

仁部会員からパズルをやっ

普通に戻りたい。

てみたと投稿がありました。

古川会員： 今コロナが落ちついて来ました。しかし、
油断は禁物です。皆で気を付けましょう。
栗原会員： 中川さん次年度ありがとうございます。真鍋

答えは 3 か月後ですが、
WEB で応募できます。
皆さんもいかがですか？

さん、ノーベル賞おめでとうございます。「自分は協調
性がないので日本に住めないは面白かったです。
渡辺（良）会員： 最近、葬儀とお墓の広告が目立つよう
になりました。これも年齢を重ねた結果ですかね。
小柳会員： 今月からまじめに出席します。
田中（昌）会員： 中川さん、次年度会長おめでとうござい
ます。野口さん、雑誌紹介ありがとうございます。
昨日は、久しぶりに外飲みをしました。
田中啓司会員： ご無沙汰しています、先週、宮代町の
駅西口にある東武ストアと無印良品に行きました。人
がいっぱいでした。利便性が良くなりましたが、線路が

大作幹事、いつも美味しいお弁当ありがとうございます！

なければもっと杉戸からも人が来られるのにと思いま

スマイル本日投入額
２４，０００円
スマイル累計額
１５７，０００円
スマイル目標額
******
✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

す。私はワクチン 2 回打って 2 週間経つので伺いたい
のですが、会社からまだ会合の許可が出ていないので、
もうしばらくは ZOOM になります。

