
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

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２６２５回例会 ２０２１年１０月１４日 
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                 中川エレクト 

会長あいさつ                       宮田会長 

昨年度ロータリーの「友」5 月号「この

人訪ねて」に、私の友人が出ておりまし

た。下館 RC の現会長、農業コンサルタ

ントをしている潮田武彦さんです。そし

て、彼がコンサルしたブドウ園のブドウ

が糖度 25 度を超える上等な出来で量も多いので収穫の

手伝いに来いと連絡がありました。そして、そのブドウ園

の持ち主は、沼田市の農政課にいた元職員で、今はロー

タリーの会員（沼田中央 RC）斉藤豊さんです。また、私た

ち 3 人はローターアクトの地区代表をした同期であります。 

そんな縁で、先週の日曜日 9:30 沼田のブドウ畑集合で、

収穫の手伝いという農作業をしに行って参りました。ワイ

ンは、通常アルコール度数を高めるため補糖をしますが、

25 度を超えるとその必要はないそうです。その日、3 人で

20 キロ×30 箱 2ｔトラック一杯分のブドウを収穫しました。

火曜日には山梨の醸造所に搬入したそうです。 

ここのブドウ園では、良く見る天井に房がぶら下がって

いる棚仕立てではなく、欧風の生垣仕立てになっており

果実が低い位置になるので収穫しやすいです。 

また、群馬県沼田市のブドウ園の近くには、日本一に

も選ばれた道の駅「川

場田園プラザ」もあり、

買い物、温泉、食事など

1 日楽しめる施設もあり

ます。機会がありました

ら是非皆さんと一緒に

行けたらと思っています。 

 

幹事報告                         大作幹事 

 管理運営部門より、2021 年 1 月 27 日（土）ZOOM

開催の RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）パ

ートⅡの案内が届いております。参加希望者は、

事務局までお問い合わせください。 

 ポリオ根絶・チャリティクラシックカーラリーの案内

とポスターが届いております。詳細はロータリーの

友 10 月号にも記載されていますのでご覧ください。 

 地区事務所より、ピンクリボン・オンラインウォーク

in 埼玉の案内が届いております。イベント内容に

つきましては、今月のガバナー月信 P.22 に掲載さ

れております。ピンクリボンバッジも届いておりま

すので、一人ひとつお持ち帰りください。 

 米山卓話について、米山増進委員長より卓話派

遣について案内が届いております。島村委員長

（上尾 RC）と春日部南 RC 所属のリ・アケンさんが

10/21 の例会に ZOOM 来訪予定です。 

 春日部青年会議所より、10/21 次年度理事長予

定者の挨拶に訪問したいと依頼がありました。

ZOOM で訪問予定です。（3 名） 

セミナー報告（公共イメージ）       野口（美）会員 

8 月 21 日（土）公共イメージ部門セミナ

ーが ZOOM で開催されました。10 月のロ

ータリー奉仕デー（ピンクリボン・トレイン

ジャック・クラシックカーラリー※「友」参照）

の説明と、地区情報発信ツール（まっ

チャンネル、HP、Facebook など）の紹介がありました。小

林 PG からは、ロータリーの認知度や、ブランドイメージの

向上について、そしてロータリーが抱える問題点（同じこ

との繰り返し、残らない想い出、目標設定の曖昧さ）など

今後の課題についてもお話して頂きました。 
ロータリーの友 5 月号より 



 

 

セミナー報告（会員増強）            栗原会員 

8 月 23 日（月）部門セミナーが開催さ

れました。第 2840 地区田中 PG の基調

講演「会員増強の障壁」がありました。歴

史あるご自身の高崎 RC の大幅な会員

数減少の経験から、その原因について、

実はどこのクラブでも共通していると言っておりました。 

比較的若いクラブは順調に会員数を伸ばしている一方、

会員数も多い伝統があるクラブほど会員減少が著しい。

それは何故なのか!?その原因を深堀している内容でした。 

また、新入会員の孤独さや、ロータリーを知る機会が

少ないことなども会員離れの原因で、新入会員のフォロ

ーが非常に大切であることを強調しておりました。 

セミナー報告（国際奉仕）            栗原会員 

 9 月 11 日（土）国際奉仕部門セミナーがありました。私

は部門委員長として全部門セミナーに出席しております

ので、ご報告させて頂きます。講師は、池上彰さんの報

道番組を担当されるディレクターで多くの紛争地域へ取

材に行っている方です。「…普通の人が普通に暮らせる

世界に近づくには、我々日本人には何ができるのかを皆

さんと一緒に考えていきたい」と述べられています。彼の

プロフィールやセミナープログラムはガバナー月信に記

載されていますので興味のある方は是非ご覧ください。 

宮田会長： 国際奉仕部門セミナーの講師（千葉隆弥）の

取材の話では、マスコミを通じて見えているものと、現地

で感じるものには差があると言っています。市場の喧騒

の中から、経験に基づく感のようなもので迫る危険を察す

るのは現地でなければ分からないこと。そのような話をさ

れておりました。 

中野会員： 仕事の都合で昼の例会に出席できず申し訳

ありません。部門セミナーの日は、コロナがピーク時期だ

ったので指定日だったワクチン接種を優先しました。夜間

例会だと出席しやすいので親睦を宜しくお願い致します。 

セミナー報告（R 財団）           田中（昌）会員 

9 月 4 日（土）R 財団部門セミ

ナーが ZOOM で開催されまし

た。2 部構成で 1 部では、各委員

会報告 2 部では、「元外務省医

務官が経験した海外の医療事情_女性医師の視点から」

という題名で中井呈子氏（国際医療浮くし大学臨床医学

研究センター特任教授）の講演がありました。 

会員報告                    落合（喜）会員 

私は 84 歳なので、身体の元気な限

りはロータリーにお邪魔したいと思っ

ています。息子に完全に事業を譲って

から毎日することがありません。しか

し、運動をしなければならないので、

会社に行っては資材置き場の片づけ

などを率先してやっています。私の人

生は日めくりカレンダーのようで、あと残り何枚かと思い

ながら悔いのないように生活をしています。家にいても暇

なので、天気の良い日は、思い立ったら女房とドライブに

行くことにしています。平日はどこも空いていて快適です。 

9/22 は、行田の

「古代蓮の里」へ行

って田んぼアートを

見てきました。高さ

50 メートルの展望台

から見る景色は素

晴らしかったです。 

また、道の駅童謡のふる里おおとねでは、ホテイアオ

イの花が沢山咲いていてとても綺麗でした。彼岸花は幸

手の権現堂が素晴らしいですね。 

 

 

 

 

 

先日の例会で 10/5～6 日光に 1 泊旅行に行ってきたと

自慢をしましたが、こちらも素晴らしかったですよ。日光の

いろは坂、ロープウェイ、中禅寺湖、竜頭の滝など方々を

観光し日光の湯元温泉に泊まりました。これは、写真をま

とめ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 25 18 0 （10） 81.40% 

宮田会長： 中川さん、下津谷さん！有難うございます。 

大作（貴）幹事： アグリパークにネット環境が整い快適に

例会を行うことができました。 

中川エレクト： 今日は通学路（スクールゾーン）を警察官

に取り締まってもらいました。皆さんも通学時間帯は気

を付けて下さい。 

下津谷会員： ワールドカップ最終予選ヒヤヒヤ出下が勝

ってよかったです。 

古川会員： 本日は「アグリパークゆめすぎと」をご利用

頂きましてありがとうございます。 

真中会員： 先日の地震、私も女房も全く気が付かず熟

睡していました。呑気な夫婦です。 

野口（美）会員： ようやく涼しくなってきました。自分は暑

がりなので冬が楽しみです。本日は宜しくお願いします。 

落合（喜）会員： 10 月から例会が毎週あり出席できるよ

うになり良かったです。毎日が日曜日で困っていたから

ネ。毎週平日には女房とドライブに行き楽しんでいます。 

小柳会員： 来週は北海道の同級生と会津の旅に出か

けますので欠席となります。 

大作(忠)会員： 日本は少しずつ落ち着き始めましたが、

世界的には半導体関連部品の不足から操業もままな

らない状況が続いています。これからも色々影響が続

きそうですね。 

関口会員： シルバー川柳先週に引き続き「少ないが 満

額払う 散髪代」「お互いに 返事はするが 動かない」 

仁部会員： 本日は都合にて、早退させていただきます。

感染者がどうかこの感じで続きますように。 

栗原会員： イッセンが髪の毛を切っ

てきました。困ったときの落合さんあ

りがとうございます。コロナの様子を

みて今年は米山会館（静岡）、三嶋

大社に行くことを考えています。 

細井会員：矢島会員：  

田中（啓）会員： 先週地震がありました。ドキッとするよう

な地震でしたね。周りに被害はなかったでしょうか？先

ずは自分の身を守ること、そして家族、家屋や財産に

被害がなかったか、ご近所さんはどうか？助け合うこと

が大切です。また、皆様は事業主なので、従業員やそ

の家族に被害がなかったか？仕事をどう継続するかな

ど、従業員が職を失わないよう考えなければならない

のだろうと感じました。 

渋谷会員： 皆様こんにちは。気候が良くなりましたね。

夏はお店が暇でしたが、涼しくなるとお客様も増えて嬉

しいです。 

木村会員： ようやく秋らしく涼しい気候となりました。私

は仕事上スーツを着ますが衣替えのタイミングを逸し

てしまいました。当店では緊急事態中は 6 割、10 月か

らは 8 割の出社体制になりました。ニューノーマルとい

うことで、在宅は継続しなければなりませんが、飲み会

は解禁となりました。集まりがあればお誘いください！ 

馬場会員： 春日部西クラブ、前会長の千葉さんと話をす

る機会がありました。杉戸さんはハイブリッド例会では

スマイルをどうしていますか？など聞かれました。各ク

ラブで様々な悩みはあるようです。 

→スマイルは、ZOOM 参加者と会場の公平を期して今年

は任意で頂いていますが、小柳会員や田中（昌）会員

からは振込みもありました。久しぶりに会場に来た方

からは大口で頂くこともあります。（栗原親睦委員長） 

フジテレビで「道の駅アグリパーク」紹介 

10/15 フジテレビの夕方情報番組「イット」で道の駅特

集をやっていました。アグリパークゆめすぎとのスーパー

で取材があり、都心から来たお客様が「安い！」と感動し

て買い物をしていました。一袋 7 ㎏超えニンジンが話題に。 

「数十本の 7 ㎏ニンジンはどのようにして食べますか？」

という記者の質問に、「これだけあれば、色々な料理にチ

ャレンジできます」とのこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル本日投入額 ２０，０００円 

スマイル累計額 １７７，０００円 

スマイル目標額 ****** 

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 


