
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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２６２８回例会 ２０２１年１１月４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                  馬場会員 

11 月結婚祝                          

古谷松雄（10 日） 荻原千秋（24 日）  

大作貴洋（28 日） 

11 月誕生祝            

真中博克（5 日） 舟越芳朗（10 日） 高橋佑輔（14 日）  

栗原偉憲（17 日） 関口博正（19 日） 渋谷忠明（19 日） 

宮田雄一（26 日） 

会長あいさつ                       宮田会長 

今、杉戸では校舎の老朽

化や児童生徒の減少から、

杉戸町立小中学校通学区域

等審議会で学校区の再編の

審議を行っています。私は東

中学校の卒業生で PTA 会長を務めていますが、東中は

現在生徒数約 100 名、3 年生が卒業すると、各学年 1 ク

ラスの学校になってしまいます。そこで東中と広中を統合

する案が出ています。 

中学校では教科担任制で、学校全体で 3、4 クラスしか

ない状況だと 9 教科の先生が全部揃わず、他の科目は

非常勤講師になります。部活動も、生徒数が少なければ

人数を必要とする団体競技についてはチーム編成できな

いということにもなります。子どもの成長で部活動という

のは非常に大きなウエイトを占めており、学校対抗のチ

ームで成功体験を積むことは大切なことだと思います。 

私は、3 つの中学校を統合する案を奨励しています。

杉戸町では総合振興計画からも人口増は見込めず、東

中と広中を統合しても、今後生徒数が減少していく可能

性もあります。初めから 1 つの中学校に統合すれば、投

資がしやすく、子ども達に充実した教育を提供できると思

っています。 

統廃合の審議を進める中で、「学校が無くなるのが寂

しい」、「学校が一つもないというのは地域（泉地区）の格

としてどうか」という意見もあります。しかし、現在の泉小

学校では、1 学年 1 クラス 20 人もいません。しかも、クラ

スの何割かが外国人です。もはや日常が国際交流です。 

私を含め、東中・泉小の卒業生の方々にはどうか我慢

して欲しい。過去の思い出より、未来を優先したいからで

す。私の長男は 20 歳、末っ子は中学 3 年生、これから生

まれるこの子たちの子どものことを考えながら、思いを込

めて審議を進めています。 

 話は変わりますが、今年、500 坪の

畑でサツマイモを作りました。家庭菜

園の延長ですが、新規参入としてア

グリパークで作物を販売致しました。

先月の週報にも載りましたが、フジテ

レビのイット「道の駅特集」でたくさん

入って一袋200円のイモは、生産者「宮田クニコ」です(笑) 

 農家の方がつくった立派なサツマイモには及ばない雑

な大きさのイモですが、フードロス削減 SDGs と書くと小さ

いイモから売れていくんです。映画「翔んで埼玉」の中で、

「埼玉県人にはそこら辺の草でも食わせておけ！」という

台詞がウケ、「そこら辺の草天丼」や「そこら辺の草煎餅」

などが流行っています。それに便乗して「そこら辺のイモ」

とラベルを付けました。しかしその反響が分からないまま

あっという間に在庫が無くなりました。 

今回初めての農業で分かったことは、「農家は全然儲

からない」ということです。作物が店頭に並ぶまでの原価

や流通費用を考えると、農家さんが大切に育てた作物を

適正な価格で売ることは、農家が健全に生活をしていくた

めに必要なことだとつくづく感じました。 



幹事報告                         大作幹事 

 国際奉仕部門より、ベトナムダナン支援案件につ

いて協力の再送が届いております。現地では資金

難が切迫しており、複数クラブでの共同事業とし

ても対応可能、是非ご検討くださいとあります。 

 ガバナー事務所より、地区大会に参加する方々

への案内が届いております。感染者との接触を通

知する「接触確認アプリ」の導入の件について、任

意でのお願いですと訂正がありました。 

理事会報告                     中川エレクト 

12 月例会予定 

 12 月 

2 日 結婚誕生・理事会報告・雑誌紹介 

9 日 年次総会・上半期実績報告 候補生 

16 日 親睦夜間例会（忘年会）高橋屋 

23 日 休会（クリスマス・年末年始） 

 1/6 年始例会（さいしん例会場）予定 

 11/14 地区大会について 

参加者： 関口、栗原、宮田、大作、野口、下津谷 

※自由参加で現地集合になります 

 次年度理事役員について  

理事役員を減らして理事会を簡素化する案 

年次総会にて再度協議 

 国際奉仕部門ベトナムダナン支援案件について 

   クラブより 5 万円を支援金として協力 

 その他 

・12/16 親睦夜間例会（前年度会長幹事 

・11/18 財団外部卓話 学友会会長、小池剛史様 

   ・12/9 青少年交換派遣生お母様と共に例会参加 

   ・例会場（第 1・3→アグリパーク、第 2・4→和泉屋） 

雑誌紹介                    野口（美）会員 

 P.4～5「RI 会長メッセージ」より、

R 財団月間に寄せて、財団プロ

グラムやその成果や重要性に

ついて、全クラブが関心を持っ

て欲しいと書かれています。 

 P.7～15「特集記事：インドで出会った笑顔の子ども

たち」2001 年に当時のガバナーであった青森県の小

児科医である関場 PG がインドでポリオワクチン投与

を企画したことから始まったと書かれています。その

後 2014 年にインドは、野生型ポリオの根絶が宣言さ

れています。 

 P.19「2022 年ヒューストン国際大

会」グローバルな都市ヒュースト

ンについて紹介されています。ヒ

ューストンに行ってみたいなと思

わせる記事ですので是非読んで

みてください。 

 P.30「よねやまだより」米山奨学生・学友の近況や故

郷を紹介するシリーズが始まりました。今回は、タ

イ・コーンケンの紹介記事です。 

 P.41「エバンストン便り」2023-24 年度 RI 会長にスコ

ットランドのゴードン・R・マッキンリーしが選出される 

 縦 P,4～8「デジタル技術って？光通信が支えるテレ

ワーク」世界を繋ぐインターネットはギリシャ文字とイ

ンドで発見されたゼロの概念から、ゼロが発見され

なければ、今の進歩はなかったと書かれています。 

 P.14「友愛の広場」個性的な会長・幹事の年度がス

タート（個性的な女性会長の話です） 

 P.17「ロータリーアットワーク」地区初のロータリー奉

仕デー献血の呼びかけ 

 P.21「ロータリーアットワーク」憩いのスペース復活！ 

会員報告（スマイル報告より）        栗原会員 

月曜日に良いことがありました。次女の事です。彼女

は小学校 1 年生から中学 3 年生まで特別支援学級で過

ごしました。幼稚園を出る時に、亡くなった藤田さん（杉戸

中央 RC）に病院に行き診断してもらいなさいと言われ、

彼女が情緒系の発達障害とわかりました。勧めて頂いた

藤田さんに感謝です。時の校長は輪島前教育長であり、

「特別支援学級に入れることは、この子の為」と言われ決

断しました。輪島先生に出会っていなかったらあのまま普

通学級でいじめられて終わっていたかもしれません。 

特別支援学級では、女の子は一人だけで、もちろん友

達はいません。小学校に入るまで、突然家からいなくなっ

たり、外で奇声をあげるなど、近所の方々には大変お世

話になりました。 

そんな恩返しを含めて私は、小学、中学と彼女が通っ

ている間は PTA 会長をさせて頂きました。中学の時、臨

時で、来ていた深津先生に春日部の自然学園という存在

を教えて頂き、そこで 3 年間学びました。ここでも良い出

会いがありました。相変わらず友達はできませんでした

が、そこを卒業すると春日部の職業訓練校か掃除の仕事

しか選択がありませんでした。しかし次女は長女が大学



に行っていたので、東京まで電車で行ってみたいという気

持ちがあり、学園の先生が東京の門前仲町にある職業

訓練校を紹介してくれました。当時、春日部まで行くのに

迷う子供でしたので、周囲は反対しましたが、毎週末、母

親と何度も茅場町に行き、通い方を覚え 2 年間パソコン

の勉強をしました。そこで、武井さんというまた良い先生

に出会い、そして 3 社ほど面接、試験、実習などを行い㈱

ヤーマンという東証 1 部上場会社に就職が決まりました。

仕事内容としては簡単なパソコンでの事務作業ですが、

それでも親としては、嬉しくて一晩中泣いてしまいました。

与えられた環境の中、不平不満を言うな。誰かのせいに

するな。報われるまで頑張り続けることが努力だと言い聞

かせ、地道に続けてきた結果だと思っています。彼女に

は喜びを分かち合う友達はいませんので、家族で細やか

なお祝いをしました。自分にベクトルを向け何かを頑張り

続けていると良き出会いがあるんだと身に染みて感じま

した。スマイル報告に書ききれない長文お許しください。 

出席・スマイル報告                 

会員数 出席 欠席 免除 MU 出席率 

43 23 20 0 （11） 79.06% 

宮田会長： ネット・SNS 全盛の今でも、TV のチカラは未

だに偉大ですね。 

大作（貴）幹事： 感染者も減少し、地区の会長幹事会も

次回からリアル会合になるようです。 

中川会員： 先日ワクチン接種後の抗体を測定しました。

6 月に接種で交代が 1,529 判定は○抗体が多い方との

ことです。（通常は 800～1,200） 

武井会員： 今日は久しぶりで地区のパスト幹事会が大

宮で行われ皆様とお会いできます。 

真中会員： 今朝の新聞では埼玉県の感染者は 3 名でし

た。いよいよ旅行も飲み会も全開します。夜間例会復

活しましょう！ 

野口（美）会員： 昨日は、娘達が図書館で勉強するとい

うので、自分も行って「ロータリーの友」を読んでいまし

た。超静かで集中できました。 

落合（喜）会員： コロナウイルス感染者数が非常に下が

り昨日は 25 人埼玉では何と 7 人でした。この調子で下

がって行けば新年会も出来るのではないかナー。 

木村会員： 当店のロビーを利用して近隣の高校文化部

の展示会を計画しています。正式に決まればお知らせ

致しますので、是非ご来店下さい。 

矢島会員： 3 月前立腺、6 月大腸、10 月胃の検査異常

なし、1 月に肺、MRI 検査づけです。 

関口会員： 昨日久しぶりに 007 の映画を見て来ました。

ジェームズボンドはやっぱりショーンコネリーですね。 

シルバー川柳「出来ました老人会の青年部」「万歩計

半分以上探し物」 

馬場会員： ワクチンを 2 回打ちましたので、本日より会

場参加です。 

大作（忠）会員： 桜や金木犀が二度咲きしたとか聞いて

いますが、我が家の大きな欅も落葉しながら若葉が出

てきています。異常気象が様々なところに及んでいる

様です。地球が危ない!!  

下津谷会員： いつ指名されるかわからないので、四つ

のテストを覚えています。たぶん何とかなると思います。 

折原（正）会員： 最近、御不幸、御通夜が続きます。明

日は秩父まで。季節の変わり目だからでしょうか。 

渡辺（良）会員： 驚いた。NY 州の司法試験結果発表、衆

議院選挙の結果発表、京王線の放火・殺人未遂事件。 

戸賀崎会員： 会長の時間で農家の話題がありましたが、

日本はこのような問題に関していつも遅れている印象

です。先日も NHK 特集でジェンダー問題を扱っていま

したが、やはり日本の対応の遅れは世界と比較し顕著

であると言っていました。面白い特集なので是非 NHK

特集見てください！ 

田中（昌）会員： 野口さん、詳しい雑誌紹介をありがとう

ございます。 

田中（啓）会員： 私の小さい時は、形のそろった野菜な

んてありませんでした。いつからこんな綺麗な野菜ば

かり売るようになったのでしょうか？味は変わらないの

で昔のようになればいいのかなとも思います。  

渋谷会員： 時々大量の注文を頂くことがあります。お客

様には 2 種類あって、「たくさん買うから安くしてよ」「予

算がないが是非ここのお店のケーキが欲しいんです」 

前者には絶対安くしたくないと思いますが、後者にはな

んとかしてあげたいと思います。言葉は生き物、発する

時は自分も気を付けようと思います。 

細井会員：小柳会員：栗原会員： 

スマイル本日投入額 ３５，０００円 

スマイル累計額 ２６２，０００円 

スマイル目標額 ****** 

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 



２０２１年１１月１０日（杉戸町役場） 
「すぎと居場所づくり応援隊」寄付金贈呈式 

本日、杉戸町役場におきまして、

すぎと居場所づくり応援隊への寄

付金の贈呈式が行われました。 

事務局代表の寺田竹雄さんより

『杉戸町でも貧困家庭が増えてお

り、このような支援をいただけるこ

とは大変ありがたいです。』と感謝の弁をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉戸ロータリークラブ Facebook より 

第２６２９回例会 ２０２１年１１月１１日 
11/14 地区大会に振替え（さいたま市文化センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉戸町広報誌 11 月号に、地区補助金事業（ワクチン接 

種会場に備品を寄贈 9/29）が掲載されています。 

青少年交換学友 深瀬心羽さん 

さいたま市文化センター大ホールにおいて第 2770 地区大会が行われました。地区役員と会長・幹事・エレクト会長 

幹事、前幹事で参加を致しました。2018-19 年度青少年交換派遣生だった深瀬心羽さんも参加をしております。 


