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２６３２回例会 ２０２１年１２月２日
移動例会（アグリパーク）12:30 点鐘
点鐘
四つのテストの唱和
12 月結婚祝

宮田会長

幹事報告


大作幹事

青少年奉仕部門より、2021 年 12 月 18 日(土)与野
駅～大宮駅区間で開催の第 2770 地区ローターア

下津谷会員

クト 2021 年～2022 年度清掃活動/地区忘年会の
案内が届いております。

折原弥五郎（5 日） 仁部前崇（21 日）



石塚幹正（24 日）

青少年奉仕部門より、2022 年 2 月 6 日（日）13:00
～15:30（12:30 入室可）開催のインターアクト協議

12 月誕生祝

会の案内が届いております。埼玉県立越谷南高

井上勝雄（4 日） 古谷松雄（8 日） 日向英実（14 日）

等学校をホストとする各学校 ZOOM 参加の協議

下津谷忠史(22 日)

会長あいさつ

宮田会長

今週は特に皆様にお話しをする様

会です。


大会での大懇親会・抽選会等を行

なことがないのですが、過日の社会奉

わなかったため記念品（扇子・羊

仕委員会セミナーで、ブライダル委員
会の話があり、ふと昔のことを思い出
したことをお話します。
確か、杉戸ロータリークラブの中に独自のブライダル委

羹）が届いております。

12 月理事会報告

6日
13 日
20 日
27 日

ィーのようなものが開催されたことがあります。20 年以上
前の話ですが、当時ローターアクトクラブにいた私は、20
があります。しかし、内容を聞かされていない若い男女は、



騒ぎをするという残念な結果に終わってしまいました(笑)。
それに対し、当時 18 歳～30 歳のローターアクトのメン
バーでは、同じ目標を持って交流や事業を進めていくうち
に地区を超えて自然と結婚する仲間が増えていきました。
婚活パーティーではなく、一緒に何か事業をするというシ
ンプルな活動の方が、お見合いをお膳立てするよりも婚
活には正解なのではないかと、当時のことを思い起こさ

1月
理事会報告・雑誌紹介 （さいしん例会場）
職業奉仕卓話 （和泉屋）
社会奉仕卓話 （アグリパーク）
新年会夜間例会 （大吉）18:00 \7,000

次年度理事役員について
役員理事 15 名から 10 名に簡素化する案

司会者の「お見合い」という言葉を聞くたび、だんだん話
をしなくなり、その責任を感じたアクトのメンバーだけが空

宮田エレクト

1 月例会予定

員会のようなものがあって「レストラン豊泉」で婚活パーテ

名参加した男女のうちの半分を一生懸命に集めた記憶

ガバナー事務所より、今年度地区

→細則の改訂を年次総会へ


下半期の会費請求額を 10 万円とする
理由：上半期繰越金 100 万円あり
下半期の事業が縮小傾向のため
→承認
会費軽減枠の設置
事業引退などにより会費が個人支出になっている
会員の会費軽減特別枠を設置する案
→年次総会へ

れました。
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



50 周年記念事業について



P.23 ドイツのロータリアン「ノーベル化学賞を受賞

記念例会として開催、内容については未定



P.24～25 世界ポリオデーウオークラリー

1 月以降の感染者数推移状況によって決定

「電車でポリオ根絶を訴える」（東京・千葉・埼玉・神奈川）

1 月以降実行委員長を中心に詳細を今後決める


その他



12/9 青少年派遣生来訪（阿部凌馬君）



ライラ研修セミナー3 名応募（小柳会員事業所より）
参加費用のうち 2 名は青少年奉仕予算から



アグリパーク感謝祭協賛 1 万円



P.40 世界中のロータリープロジェクト



1 月 6 日の年始の例会は、支店長へご挨拶もありま



P.44 国際大会・財団管理委員長関連記事

すので、さいしん例会場での例会とさせて頂きます。



縦 P.4～8 筋肉を保持「貯筋」する大豆のチカラ

雑誌紹介

筋量が多い人ほど長生きをするという結果が出てい

野口（美）会員

今月もロータリーの友を広く浅く

ます。筋力保持の必要性と筋肉に対する大豆のチカ

ご紹介致します。「友」の RI 会長メ
ッセージなど RI 指定記事は、直訳

ラについて書かれています。


に近い日本語なので、新聞のよう

縦 P.9～12 この人訪ねて「公認会計士から運送業
へ東日本大震災後の決断」

に斜め読みができず理解するのに



縦 P.13 卓話の泉「サウナ道のススメ」

非常に苦労します。雑誌担当者に



縦 P.26 ポリオがなくなる日を夢見て（大宮 RAC）

は、皆さんより 1 週間ほど前に届く



縦 P.28 地元の小中一貫校に楽器などを寄贈

のですが、あまり早く読むと当日忘れてしまうので、いつ

吹奏楽部が使用している楽器が古く、修繕しながら

も前々日くらいから読むようにしていますが、1 冊をチェッ

使っていると聞いたことが発端だと書かれています。

クしながら読むと 2～3 時間かかり、映画を 1 本見たくらい

私の中 3 と中 1 の娘達も吹奏楽部です。代々使われ

の気持ちになります(笑)

てきた古い楽器には修理の必要があります。しかし



P.4～5 RI 会長メッセージ「疾病予防について変化し

学校には修理に出す 十分な予算がありません 。

続けることが出来る戦略をクラブで立てましょう」

年々楽器の減少から、公立の中学校から吹奏楽部

P.7～17 疾病予防と治療月間特集

がなくなるのではとさえ言われています。当クラブで

全国のロータリアンのコロナ禍だからこそ出来る活

も部活動支援金として寄付をしていますが、子ども

動を写真付きで紹介しています。

達も頑張っているので、大変ありがたい支援です。





P.18～22 「障害は個性」と思える社会に：東京 2020
パラリンピック陸上女子マラソンで金メダリスト道下
美里選手の記事が載っています。彼女は福岡中央
ロータリー衛生クラブの会員です。お父様が下関の
ロータリアンで、20 代の頃はローターアクトクラブに
入っていたそうです。「スポーツは障がいの有無や
年齢・性別を超えてすぐ友達になれるもの。スポーツ
を通して世の中を元気にしたい」と言っています。



P.28 キラキラの笑顔で海岸清掃（富岡 RC）
当クラブの友好クラブ「富岡 RC」の海岸清掃の奉仕
活動の様子が掲載されています。

出席・スマイル報告

栗原会員： 落合さんありがとうございます。野口会員雑
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誌紹介ありがとうございます。会社で飼っていたねこが
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3 匹のうち 1 匹が昨日朝亡くなっていました。先ほど焼

宮田会長： 議会が終わったら温室でアクアポニックスに

き場に行ってきました。毎日私の部屋で寝ていたので

挑戦しようと思っています。※野菜と魚を一緒に育てる食料

ショックでした。改めて思いました。誰に何言われても

生産技術で、養殖と水耕栽培を組み合わせた造語

好きな事して生きようと。

大作（貴）幹事： 先日亡くなられた石塚会員のお母さん
は、うちの父の同級生であり、私が子供の頃の書道の
先生でもあります。ご冥福をお祈り致します。
中川エレクト： 今日は、理事会遅刻申し訳ありませんで

渡辺（良）会員： 都合により早退します。
馬場会員： 忘年会の参加が多くなってきました。会費要
員だと思います。
折原（弥）会員：細井会員：井上会員

した。12 月 1 日～14 日まで冬の交通事故防止運動が

田中（昌）会員： 丁寧な雑誌紹介ありがとうございます。

開催されています。県内でも死者が増えていますので

家の隣で解体をしているのですが、急に見晴らしが良

充分注意して新年を迎えて下さい。

くなり、ロールカーテンをつけたりフェンスを高くしたり、

武井会員： 落合さんカレンダーありがとうございます。

防犯カメラを増設したりと暮れにかけて忙しくなります。

真中会員： ピロリ菌検査のため昨日から一週間の禁酒

田中（啓）会員： 野口さん紹介ありがとうございました。

を命じられました。とりあえず昨日はクリア、あと幾日も

一昨日ロータリーの友電子版を見ましたが、まだ 12 月

つか心配です。

号がアップされていませんでした。コロナワクチン 3 回

野口（美）会員： 相変わらずの建築資材の価格高騰。納
期の未定には困ったものです。今年もあと 1 ヶ月明るく
楽しくがんばりましょう。

目の申請が始まりました。皆さんも早く打ってください。
私は来年の 5 月になるそうです。
古谷（豊）会員： お久しぶりです。野口さん良い雑誌紹

落合（喜）会員： もう 12 月ですネー。コロナウイルスに約

介でした。今日は久しぶりに事務所に戻りオンラインで

2 年近く痛め付けられ、最近感染率も非常に少なくなっ

参加できました。12 月も出張が多く予定が立ちません

た所に今度はオミクロン株と困った事ですネー。

が、スマイルはまとめてお送りしたいと思います。

折原（正）会員： オミクロン株、国内 2 例目となってしまい
ました。海外旅行はいつになったら行けるのか…。
矢島会員： 今年も早い一年でした。何かやったのか、何
もやっていませんでした。歳を取るというのはこういう
事かな？
関口会員： 再びシルバー川柳「妻旅行 俺は入院 猫ホ
テル」「入場料 顔見て即座に割り引かれ」
古川会員： いよいよ師走です、またまた変異株がでまし
た。感染拡大しなければいいですね。
戸賀崎会員： 野口さんロータリーの友の
紹介を有難うございました。オミクロン
株が拡大しない事を祈ります。今、青
少年交換では相手国に送るアプリケ
ーション制作中です。
下津谷会員： 恐れていた変異株が現れました。海外旅
行はまだしばらくオンラインツアーだのみです。
馬場会員： 忘年会の参加が多くなってきました。会費要
員だと思います。

渋谷会員： 野口さん丁寧な雑誌紹介ありがとうございま
した。聞きほれていました(笑)
日向会員： 次週は和泉屋さんでしょうか？今のところ会
場へ参加できる予定です。宜しくお願い致します。
木村会員： 先日お話しましたロビー展に 1 日から宮代高
校の書道展も始まりました。店の雰囲気も変わりやっ
て良かったと思っています。お近くにお越しの際は是
非お立ち寄りください。

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✽✽✽

