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点鐘
宮田会長
四つのテストの唱和
渡辺（孝）会員
寄付者表彰

セミナー報告（社会奉仕）

渡辺（孝）会員

10 月 2 日（土）12:45 より ZOOM での
部門セミナーが開催されました。内容
は、コロナ禍における社会奉仕活動の
事例紹介、ブライダルサポーター会議、
2770 地区ピンクリボン運動について説
明がありました。特にブライダル委員会からは活動内容
や未婚の方の登録者の推進が報告されていました。

会員報告

栗原会員

私はロータリアンに正しい奉仕の


理念を理解してもらうための情報伝

ロータリー財団

達媒体としてつくられた「源流の会」と

細井会員：ポール・ハリス・フェロー5 回目）


いう団体に所属しています。当地区

米山記念奨学会

でも数名のパストガバナーや先輩会

矢島会員（第 12 回米山功労者）

員が所属しています。そこで行われ

渡辺良一会員（第 6 回米山功労者）

会長あいさつ

宮田会長

た 82 の質問に答えるアンケート（2019）をご紹介致します。

※本日は宮田会長が議会のため、ZOOM から会長の時
間を務める予定でしたが、先方の電波が安定せず急きょ
電話に切り替えましたが音声が取れませんでした。

幹事報告


大作幹事

米 山 奨 学部 門 よ り 、
令和 3 年 12 月 12 日
パレスホテル大宮に
おいて開催される「米
山感謝の集い」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

総括すると、このアンケートに回答頂いた平均的なロ
ータリアン像は次の通りになります（資料より）。
『私は 60 歳の男性のロータリアンです。つながりの深
いロータリアンの推薦によって、会員数 43 名のクラブに

私が期待する将来のロータリークラブのあり方は、職
業奉仕を尊重し、倫理と道徳を大切にする、職業人として
の誇りある組織として、自治権を活かしたクラブ運営をす
ることです。』

入って 15 年が経過しました。ロータリーに入会した最も
大きな理由は社会的な付き合いによって人間性を高める
ことです。ロータリーに入会して、多くの友人を得ると共に、
事業も発展しました。（中略）
例会プログラムの中で最も関心があるのは、親睦と卓
話です。ロータリーの目的や理念に貢献するようなプログ
ラムや、一般市民とのアプローチ、社会貢献の多様化、
職業奉仕につなげるプログラムをもっと増やすべきだと思
います。娯楽的なものは止めて、教育的な活動や ロータ
リーの目的を探求する活動を増やすべきだし、奉仕活動
の実践も重要です。自らの事業の関連者に対して奉仕す
ることによって、自らの事業が発展します。

会員報告

渡辺（孝）会員

貴重な例会の時間を頂きましてあり

奉仕活動の原資となるスマイル制度に協力し維持する

がとうございます。私事ですが、11/17

必要があります。スマイル箱をクラブ管理運営に使うこと

から事業（新聞販売店）を引退し、現

は会費負担の平等性に違反するので止めるべきです。

在は後任に引き継ぎをしている状況で

夫婦二人で自分の持ち家に住んでおり 、収入 は年

す。後任は、東京東大和市の大きな

1100 万円です。市内の近隣地区を対象にした小規模な

グループ販売店の方で、杉戸で 2 店

事業所の裁量権を持った経営者であり、クラブ会費は会

目ということです。

社から支払われています。大学を卒業し、政治的には保

大正 13 年から祖父が新聞販売業を始めおよそ 100 年

守主義です。最大の関心は国全体のことですが、市政や

になりますが、2006 年で契約者がピーク時を迎えたとき、

国際的なことにも関心があります。

恐らくスマホの普及やデジタル化で、今後自分が 60 歳に

ロータリーの友、ガバナー月信は時々見る程度です。

なる頃には新聞の需要は半減するだろうと予測はしてい

若い人たちはデジタル化すべきだと言いますか、私の年

ました。しかし、それはコロナの影響で予想より 4 年程早

齢(60 歳)では無理です。マイ・ロータリーに対する関心は

く来てしまいました。新聞だけでなく雑誌や本も同じです。

あまりありません。

折り込み広告なども減り赤字が続き厳しい状態でありま

ロータリークラブの運営を私に委ねられたら、例会に力

したが、今回のコロナの影響で致命的となってしまいまし

を入れると共に、クラブ細則に従った自治権を持ったクラ

た。読売新聞社との契約の内容を交渉しましたが認めら

ブ運営を図りたいと思います。（中略）

れず、このまま続けていても仕方ないと判断し、今回営業

私が期待する将来の国際ロータリーのあり方は、創立

権の返上を決意しました。

当初の原点、基本理念に戻って、余りにも肥大化、官僚

私は、2 年前に足立区の牛田駅近くに引っ越しました。

化しすぎた組織をスリム化して連絡調整機関に戻すこと

義理の母の介護のため、女房の実家を建て直し現在 2

です。英語圏以外の国のロータリーは地域、言語などに

人の息子と 5 人で暮らしております。長男も就職が決まり、

よる大きなハンディキャップを負っているので、地域、言

次男も付属の大学と進路が決まったこともあり、今回の

語別の中間管理組織で運営すべきです。経費削減のた

営業権返上を決めました。6 月まではロータリーがあれば、

めにも、RI 理事会の会合、規定審議会、各種国際会合

杉戸に来ることもありますが、今のところどうするかは決

は IT 化すべきでしょう。地区の管理にも関心を持ち、地

めておりません。しばらくはゆっくりと考えたいと思ってお

区大会のあり方も、廃止を含めて見直す必要があります

ります。

出席・スマイル報告

細井会員： 今月久しぶり（2 年間）で電車に乗りました。
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先ほど、サルの話題が出ましたが、私は自宅に仕掛け
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た罠で、今年アライグマを 4 頭捕獲しました。田んぼに

大作（貴）幹事： 本日も御出席ありがとうございます。
武井会員： 先日の月食良く見えました。今日は杉戸町
の西地区の方で猿が出たと放送していました。
真中会員： これ程気楽に見られる野球の試合ってあっ
たんですね。どっちが勝ってもかんけいないです。
野口（美）会員： 昨日、幸手でサルが発見されたそうで

水が入ると出てきます。
栗原会員： 我々の年代は、引き際を考えています。孝君
盛大なパーティーしましょう。
渡辺（孝）会員： 久しぶりに例会出席しました。お時間い
ただきありがとうございました。
渡辺（良）会員： 都合により早退します。

す。この前はイノシシの発見情報があり、そのうち、鹿

折原（弥）会員：井上会員：

やクマが出るかもですね。何かが狂っているのでしょう。

田中（昌）会員： 渡辺さんお疲れ様でした。お互い隠居

落合（喜）会員： カレンダーもあと 1 枚、約 2 年近くコロナ
禍でどこへも自由に行けず、年明けからは自由に出か
けられればいいナーと常に思っています。
折原（正）会員： だんだん冬らしくなってきました。今年も
あと 1 ヵ月と 5 日ですね。
矢島会員： 焼酎「百年の孤独」が手に入りました。今日
から開催の女子プロ最終戦、宮崎 CC を思い出します。

生活楽しみましょう！
田中（啓）会員： 今朝、インフルエンザの予防注射をしま
した。23 日勤労感謝の日にアグリパークの前を通った
ら、駐車場が満車でバンドの演奏が流れていました。
何のイベントだったのか確認しなかったのですが、見ら
れなくて残念です。→農業祭がありました！
渋谷会員： 先日、隣のりそなの ATM で振込詐欺の張り

関口会員： 過日高校の同級生の集まりがありました。50

込みをさせてくれと刑事さんが来て 2～3 時間おりまし

歳代では歳より若く見える人や歳より老けて見える人

た。年末年始に向けて犯罪が増えますので、皆様も気

が居ましたが、80 歳になると皆同じような顔になってい

を付けてください。

ました。来年には何人が元気で出席出来るでしょう

木村会員： 先日、店の前で人身事故がありました。幸い

か？栗原さん、こんな字ですが読めますか？

大事には至らなかったようですが、年末に向けて皆さん

中川会員： 今度の日曜日は久しぶりにアグリでカラオケ
音響試験を行います。スピーカー、他にカビが付いて
ないか心配です。※何故か聞きつけて、歌いたいと言
う人が 20 人位いますので歌ってもらいます。
古川会員： 11/23 勤労感謝の日アグリでひっそりと農業

気を付けてください。

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

２２，０００円
２８４，０００円
******

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

祭を行いました。今回は 1 本の苦情の電話がありませ
んでした。主催者として良かったです。

来週の食事は、カツカレーです。豆乳担々うどん、かつ丼
カキフライに変更できますので早めにご連絡ください。

