
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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２６２６回例会 ２０２１年１０月２１日 
移動例会（和泉屋）12:30 点鐘 

点鐘                         宮田会長 

四つのテストの唱和               折原（正）会員 

お客様紹介 

米山記念奨学増進委員長 島村 健様 

米山奨学生 李 亜娟様 

春日部青年会議所 2021 年度理事長 本田 洋明様 

2022 年度理事長予定者 小笠原 拓也様 

2022 年度専務理事予定者 細貝 透様 

会長あいさつ                       宮田会長 

今朝は、泉小学校の学校行事として

5 年生と稲刈りをしてきました。泉小学

校では毎年、古代住居保存会の方々の

協力を頂き 5 月に古代米の苗を植え 10

月に収穫を祝って「古代まつり」を開催

します。今回はコロナの影響から開催することができませ

んが、久しぶりの学校行事で楽しんで収穫をしていました。 

古代米のもみ殻は真っ黒ですが、中身はやや緑で粒

がとても小さいもち米です。稲は青くうるち米のように黄

金色になりません。この古代米は、しめ縄用に残されて

いた米で、粒が小さく通常の脱穀機を通すと実が割れる

ので調整をしなければなりません。また、株が太く収穫に

手間がかかるうえ量も少ないので食用には向きませんね。

しかし、赤飯にするととても美味しいです。古代米は、ア

グリパークにも売っているので興味のある方は是非お試

しください。 

そして、先ほどまでは、中央公民館で開催されましたミ

ズベリングすきと古利根川活用推進協議会に出席しまし

た。今年度から始まる県の水辺 de ベンチャーチャレンジ

事業に向けて、意見交換や事業の提案などがありました。 

杉戸町では、主に流灯まつりを中心とした古利根川の

活動ですが、水辺の活用として、地域の民間事業者によ

るＳＵＰ（スタンドアップパドルボード）の体験会や、カヌー

クラブとの連携による、カヤックの体験会を実施していま

す。護岸整備（遊歩道の延長、スロープ）を広げて年間を

通した水辺の新たな賑わいを実現できるよう活動してい

きたいと思っております。 

幹事報告                         大作幹事 

 第 2780 地区より「世界ポリオ根絶差民都 inD2780」

の案内が届いております。2021年10月 24日（日）

YouTube 配信されます。インドとオンラインで結び

インドにおけるポリオ根絶への経緯、現在、未来

についてお話いただけるそうです。 

 公共イメージ部門より、トレインジャック PJ「ポリオ

根絶ウォークラリー」集合時間・場所の案内が届

いております。集時間は、10/24（日）13:00～丸の

内線東京駅「丸の内口」です。 

 ガバナー事務所より、2021 年 11 月 14 日（日）地

区大会開催方法について案内が届いております。 

会場は 3 密を避け、ソーシャルディスタンスを考慮

し、グループ単位の指定席を確保しています。 

 青少年奉仕部門より、2021 年 11 月 6 日（土）14

時から開催される第 2 回ローターアクト会長幹事

会の案内が届いております。ハイブリッド形式とな

りますので、詳細は事務局まで。 

お客様挨拶   春日部青年会議所理事長 本田洋明様 

春日部青年会議所は、愛する郷土の発展と人間性の

向上という精神のもと、今年度は未来共創をスローガン

に町のための運動体として日々活動しています。 

今年度も昨年同に引き続き新型コロナヴィルスの影響

を受けながらの活動となりましたが、このような状況だか



 

 

らこそ青年世代が町のために率先して行動していく必要

があると考え密を回避しながら地域発展事業や青少年育

成事業、国際交流事業等に取り組ませて頂きました。こ

のような活動ができたのも地域の皆様や諸先輩方のお

かげと感謝しております。本日は、次年度理事長予定者

であります小笠原をご紹介させて頂きます。 

お客様挨拶        次年度理事長 小笠原 拓也様 

2022 年度理事長を拝命致しました小笠原と申します。 

新型コロナウイルスによって直接的な人同士の関わり合

いが減っている今だからこそ「繋がり」という言葉をキーワ

ードとして、地域やメンバー同士人との繋がりを大切にし

て活動を行って参ります。次年度も同様に皆様のご指導

とご鞭撻を賜ります様宜しくお願い申し上げます。 

米山卓話    米山記念奨学増進委員長 島村 健様 

日頃より米山事業、寄付

にご理解とご協力を頂きあ

りがとうございます。昨年度

お世話になりましたコウ・イ

ッセンさんは、奨学生のリーダーとして活躍され、先般の

米山部門セミナーでは学友代表スピーチをして頂きまし

た。世話クラブの皆様の 2 年間のサポートと交流のおか

げと感謝申し上げます。 

米山部門では、増進と学友選考の委員会があり現在

16 名で活動をしております。杉戸 RC におかれましては、

米山に対し毎年目標額を上回る寄付を頂き感謝申し上

げます。地区では 72 クラブ中 50 クラブ以上で世話クラブ

を希望していますが、今年度は 36 名の奨学生のうち 9 名

が継続生なので、希望しているクラブの半分しか受け入

れができませんでした。一人でも多くの奨学生を受け入

れられるよう寄付へのご理解とご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

※寄付実績は、過去 2 年間から該当年度の実績を反映

させるため 7 月～12 月を追加し 2.5 年間となりました。 

米山記念奨学部門では、母国と日本の架け橋となる奨学

生の育成と奨学生の受け入れに力を入れて行きたいと

思いますので今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

米山卓話（奨学生）      米山奨学生 李 亜娟様 

 私は、2013 年日本工業大

学生活環境デザイン学科に

入学し福祉分野の研究室

で、特別養護老人ホーム入

居者の暮らしの資質向上の研究をしました。2017 年卒業

し日本ハウズイング㈱に入社しました。会社では、経営企

画や海外事業推進関連の部署で、予算関連業務や海外

子会社の来訪対応などをしておりました。しかし、更に勉

強をしたいと思い 2020 年日本工業大学建築デザイン学

科の大学院生として入学し建築・都市の熱環境緩和につ

いて勉強をしています。建設作業所における作業者に対

しての暑さ対策の研究は急務です。地球温暖化やヒート

アイランド現象による熱中症は増加しています。暑熱環

境下のストレスが人体に与える影響を様々な実験から研

究しています。 

李さんの出身国（中国河南省）の紹介から、現在の大学

院での研究、米山奨学生になってからの今日を PP で発

表して頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

出席・スマイル報告                 

会員数 出席 欠席 免除 MU 出席率 

43 22 21 0 （12） 79.06% 

宮田会長： 米山増進委員長 島村様、 

李 亜娟様 本日はありがとうございます。 

大作（貴）幹事： お客様ようこそ!! 

下津谷会員： 今回の卓話はゲストの方々によるというこ

とで、より楽しみにしていました。きっと素晴らしい準備

をしていただいたことと思います。ありがとうございます。 

武井会員： 米山奨学生卓話有難うございます。米山増

進委員会島村委員長、ご苦労様です。 

真中会員： 昨日、大腸の内視鏡検査でした。二日間ほ

ぼ絶食で受診したので帰宅して体重を量ったら 51.2 ㎏

でした。 

野口（美）会員： お客様ようこそ。卓話ありがとうござい

ます。また、春日部 JC 皆様もありがとうございます。 

落合（喜）会員： 何はともあれ毎日元気で頑張ります。 

矢島会員： 春からの各種の値上げ秋で終わるか？ 

お客様ようこそ、卓話ありがとうございました。 

大作(忠)会員： コロナ感染も減りつつありますので、家

内と 2 年ぶりの温泉旅行を予約しました。 

関口会員： 一昨日インフルエンザのワクチンを済ませま

した。シルバー川柳続き「食卓に 俺の席だけ アクリル

板」 「目覚めのベルはまだかと 起きて待つ」 

仁部会員： 寒くなりましたね。今年も水行して、日々精進

国家安泰、町内安穏、杉戸 RC 会運隆昌、会員、その

御家族の身体健全を御祈念申し上げます。合掌。 

栗原会員： 島村さん、李さん、ありがとうございます。来

年こそ富士山に行きましょう。JCのみなさま、野口美津

夫を OB 会会長に推薦してください。 

長岡会員： リ アケンさんありがとう。 

木村会員： 急に冷え込んできて、体調維持に苦労して

います。夏→冬へ秋がない気候が「あきない（商い）」に

吉と出れば良いのですが。 

折原（正）会員： お客様ようこそ。李さん、卓話ありがとう

ございました。 

日向会員： お久しぶりです。 

細井会員： 本日は都合により早退させて頂きます。 

田中（昌）会員： 本日は、島村様、李さん、卓話ありがと

うございました。 

 

田中（啓）会員： （ZOOMで出席して頂いたのにコメントを

お伺いせず申し訳ありませんでした。次週では宜しくお

願い致します！） 

渋谷会員： 島村委員長、李さん、本日はありがとうござ

いました。 

古谷（豊）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： お客様お越し頂きありがとうございます。杉

戸町の小学校中学校の学区縮小や再編成について話

が出ています。自分達が通った学校が閉鎖の危機に

あるのは何とも寂しい限りです。古利根川活用推進で

もありましたが、人が集まり賑わうというのは大切なこ

とであり、これから尽力しなければならないことであると

改めて思う所であります。 

古谷会員： 本日は、これから会議なので越谷の現場事

務所にいます。なるべく参加するようにしたいと思って

おりますので宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル本日投入額 ２４，０００円 

スマイル累計額 ２０１，０００円 

スマイル目標額 ****** 

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 


