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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
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第２６３３回例会 ２０２１年１２月９日
移動例会（和泉屋）12:30 点鐘
点鐘
四つのテストの唱和
お客様紹介

宮田会長
田中（啓）会員

2022-23 年度青少年交換派遣生 阿部凌馬君
お母様 阿部めぐみ様

会長あいさつ

宮田会長

今週も大勢の会員に会場に来て頂
いております。このようにリアルでの会
合が出来ることは喜ばしいことです。こ
のまま下半期も今の状態で落ち着いて
くれることを願っております。
先日、友人が釣り上げた
ヒラメをそのまんま頂きまし
た。ヒラメは 3 枚ではなく 5
枚卸しにするんですよね。
最近は YouTube という便利
なものがありますから、それを見ながら金たわしで鱗を取
るとこから始めました。結構上手く捌けたので良かったと
思っていたら、今度は同じ友人からタコを頂くことになりま
した。皆さんはタコを卸したことがあるでしょうか？タコは
ぬめりを取るのが意外と大変なんです。後の情報では、
一度冷凍にすると簡単に取れるそうですが、初めから言

幹事報告


大作幹事

管理運営部門より、2022 年 1 月 29 日（土）ZOOM
で開催される RLI パートⅢセミナーの案内が届い
ております。参加希望者は 1/7 事務局まで。

青少年交換について

栗原会員

青少年交換派遣生ご紹介の前に、本
日欠席の戸賀崎委員長に変わって、ス
ポンサークラブへの経緯を改めてご報
告させて頂きます。
今年 7 月末に阿部君の方から当クラ
ブに青少年交換スポンサークラブにな
ってほしいと連絡がありました。次年度の青少年交換は、
一般ではなくロータリアン関係者を対象とした募集を行っ
ています。感染症の状況によっては中止の可能性もある
ので、このプログラムへの理解が必要だったからです。
8 月上旬に私と宮田会長、戸賀崎青少年委員長とで面
談をさせて頂きました。阿部君の祖父が春日部西 RC の
会員であったこと、ホストファミリーを経験しており今回の
留学生受け入れのご理解があることなどから理事会でス
ポンサークラブとしての承認を頂きました。その後の選考
試験において、阿部君は見事上位での合格を果たし、本
日改めてお母様とご挨拶に来て頂きました。

青少年交換派遣生挨拶

阿部凌馬君

春日部共栄高校 2 年生の阿部凌馬

って欲しかったです。
ところで、福島県富岡市の漁港は、震災で大きな被害
があり未だ商業的な漁業は行われておりません。しかし、
釣り船は出ているそうで、杉戸町から富岡に出向してい
る友人が、「最近は座布団サイズのヒラメがべらんべらん
釣れる」(笑)と言っていました。
本日は、上半期実績報告、年次総会があります。事業
を PP にまとめたので後ほどご覧頂きたいと思います。

です 。千葉県野田市に住ん でいま
す。好きなことは、ゲーム、卓球と野
球観戦、読書などです。小学校の時
に少年野球をやっていましたが、あ
まり向いていなかったので、週末が
憂鬱でしかたありませんでした。しかし、中学校では 3 年
間卓球を頑張り県大会にも出場しました。
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高校は理系クラスで、生物を選択しています。生き物が
好きで、昆虫や動物に興味があります。大学も農学部系
を考えています。生物学では、細胞や小さいミクロの世界
よりも、動物が地球環境にどう影響するのかなどを勉強
したいと思っています。
留学先は、自然の豊富な国、元気で陽気な国に行きた
いと思っています。チェコやベルギーを希望していますが
日本を希望しているチェコの学生がいると聞きましたので
チェコに決まるといいなと思いました。
現在アプリケーションの作成をしています。学友の深瀬
心羽さんに添削をしてもらっています。深瀬さんは、ベル
ギーに留学しており、春日部共栄出身で共通点も多く話
しやすいです。これからもどうぞよろしくお願いします。

お母様挨拶

阿部めぐみ様

本日は、貴重な定例会のお時間にお
招き頂きありがとうございます。30 年ほ
ど前ですが、父が春日部西 RC に在籍
をしていた時、オーストラリアのパース
から来た女の子を 2 カ月間ホームステイ
した経験があります。私は大学生でしたが、年も近くとて
も仲良くなりました。滞在中にパースがとても素敵な街で
あると聞かされていたので、興味を持ち帰国後も 3 回ほ
ど遊びに行きました。結婚式にも呼んでもらいました。こ
のホームステイの経験から、世界が広がり海外に興味を
持ったことを思い出しました。息子にも是非そのような経
験をさせたくて、応募を致しました。ギリギリの応募で受け
入れてくださるクラブがなかなか見つかりませんでしたが、
杉戸クラブさんが快く対応してくれて励みになりました。こ
のようなチャンスを頂けましたこととても感謝をしています。
中学 3 年生の弟も留学生との時間を楽しみにしています
ので、家族共々どうぞ宜しくお願い致します。

上半期実績報告

宮田会長
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宮田会長： 阿部さんようこそ。皆様のおかげで半年が過
ぎました。後半年も宜しくお願い致します。
大作（貴）幹事： 昨日は伊香保に行って来ました。蒸した
ホカホカの温泉饅頭を食べたかったのですが、人手が
まばらの為か、どこの店も提供していませんでした。
中川エレクト： 来期、会長をおおせつかりました。未熟者
ですが宜しくお願いします。
武井会員： お客様ようこそいらっしゃいました。本日埼玉
新聞に小柳会員の会社の記事が出ていました。
真中会員： 医者に言われた一週間の禁酒頑張って 3 日
間禁酒出来ました。
矢島会員： リアルとバーチャル、会うべきを会わず、語り
合うべきを語らず、仮想空間で情報をやり取りするの
が本流、以前のような現実にっ戻ってみると喪失感に
似たものに気づくのか、デジタル時代高齢者としてつ
いていけるか⁉
田中（啓）会員： お客様ようこそおいでくださいました。
今年 2021 年は思いの外、特別な年になりました。
一つ目は、5 月に定年を迎えたことです。妻と約束して
いたハワイ旅行はコロナ禍もあって延期になっていま

年次総会

中川エレクト

① 次年度幹事に下津谷忠史会員が選出されました。
ご承認をお願い致します。→承認
② 次年度役員の発表

す。二つ目は、妻の父親が亡くなったことです。稼業で
ある農家の手伝いを 30 年以上続けてきましたが、これ
からは妻の姉夫婦へ代替わりです。三つ目は、私の母
が九州からこちらに引っ越したことです。父の 3 回忌が

会長：中川定雄 幹事：下津谷忠史

済み、少しの間かもしれませんが、傍にいてあげようと

直前会長：宮田雄一

迎えました。今は近くの老人ホームに入居しています。

会長エレクト：野口美津夫

「もう熊本へ帰省することは無いな」と思うと寂しい限り

会場監督：仁部前崇 会計：矢島紀一

です。そのうち自分たちの老人ホームを探さないといけ

次年度理事の発表

ないと考えておりますが、その前に RC の皆さんの良い

クラブ奉仕管理運営委員長：折原正昭

行動を見習って、1 日でも健康寿命を延ばしたいと思っ

4 大奉仕・財団・米山委員長：栗原偉憲

ています。来る年が皆様にとって良い年であることを祈

会長ノミニー：大作貴洋

っております。

顧問：関口博正

③ 次年度会費の特別措置について（会計より）

関口会員： 2 年ぶりに地下鉄日比谷線に乗りましたら虎

事業を引退し会費が個人負担の会

ノ門ヒルズという新しい駅が出来ていて驚きました。完

員について減額の措置を行う件、

全に田舎者です。

承認をお願い致します。→承認

古川会員： オミクロン株拡散しなければいいですね。定

理由： 事業引退による退会防止、

例会今年本日が最後です。会員の皆さん良いお年を

会員数維持のため

迎えて下さい。

野口（美）会員： 阿部様ようこそ。本日は年次総会という
ことで、スーツを着てきましたが、革靴を忘れました。
落合（喜）会員： 明日の夜は、久喜文化会館に演歌歌手
の「福田こうへい」が来るので楽しみに行って来まーす。
小柳会員： 今年も残り少なくなって来ました。来年も宜し
くお願いします。
細井会員： お客様ようこそ。

田中啓司会員四つのテスト 小柳会員：（ポール・ハリス・フェロー3 回目）

栗原会員： 落合さんのお店はおいしいですよ。是非行き
ましょう。
日向会員： 特にございません。
田中（昌）会員： 宮田会長上半期実績報告ありがとうご
ざいました。
渋谷会員： 皆様こんにちは。お疲れ様です。

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

２４，１２０円
３５８，１２０円
******

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽
ZOOM で出席の皆様、通信の不具合が続くこともありましたが、変わらず
いつもご出席頂きありがとうございました。下期もどうぞ宜しくお願い致します。

第２６３４回例会 ２０２１年１２月１６日
夜間例会（高橋屋）18:00 点鐘

本日は、コロナ禍で中止となっていた、折原年度の最終夜間
例会（お疲れ様会）もかねて夜間例会を行いました。昨年度、
米山学生だったイッセンさんも近状報告に来てくれました。

12/16 親睦ゴルフ フレンドシップ CC

優勝：井上会員

