
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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２６３５・２６３６回例会 （休会・年末年始） 

第２６３７回例会 ２０２２年１月６日 

さいしん例会場（12:30 点鐘） 

点鐘                         宮田会長 

四つのテストの唱和                 下津谷会員 

1 月結婚祝                          

井上勝雄（7 日） 大作忠一（11 日） 

1 月誕生祝            

大作忠一（4 日） 中野恒明（6 日） 木村泰一郎（18 日） 

会長あいさつ                       宮田会長 

下半期のスタートとなり、本日は久し

ぶりに埼玉縣信用金庫での例会です。

正規の鐘で点鐘し、移動例会用の簡易

鐘と音が違うことを実感しました。  

先ほどから、窓の外では雪が降り始

め、車の屋根があっという間に白くなっていく様子を窓か

ら皆で見ていました。定刻になっても中々皆が着席しない

ので、まるで小学校の教室のようだな(笑)と思いました。

人が集まると、こんなことでも盛り上がるのやはり楽しい

ことです。 

しかし、皆様ご存知のとおり、オミクロン株が急拡大し

ジワジワと日常生活に影響を及ぼしております。今回も

同じことが繰り返されるのでしょうか？これからのクラブ

運営に影響が出ないことを祈るばかりですが、我々が出

来ることは、今まで通りの予防策しかありません。 

元旦に笠間稲荷神社に祈祷してもらいに行きました。

大変な賑わいで、一般参拝はロープで入場規制がされ、

ブロック単位で新年の参拝をしていました。祈祷のための

奉納酒を近くの酒屋で買いましたら、やたらピカピカした

硬貨がお釣りの中にあり、よく見たら「令和 2 年」とありま

した。何となく硬貨の年号を見ていると、「平成 31 年」の

100 円玉を見つけました。これは珍しくて価値があるので

は…？と調べてみると意外と発行枚数があり市場価格で

は、使用されてない状態でも「130 円」でした。 

令和 3 年はどのような年になるか分かりませんが、皆

様にとってよりよい年になることを祈っております。本年も

宜しくお願い致します。 

幹事報告                         大作幹事 

米山記念奨学会より、米山学友のサレヒン君から杉戸

RC 宛にメッセージが届いておりますのでご紹介します。 

【世話クラブ杉戸 RC へのメッセージ】 

『カウンセラーの新井さんをはじめ、皆様お元気にし

ておりますでしょうか。杉戸町クラブでお世話になりま

したサレヒンです。ご無沙汰しております。私は皆様の

こと忘れてはいません、今も杉戸町にいた頃のこと思

い出して恋しくなります。機会があれば是非また定例

会で皆様と会いに行きたいと思っております。 

今私はクラウドエンジニアとして働いております。役

職は主任です。また、最近帰化して日本国籍を取得致

しました。私生活で 2015 年に結婚しており、娘も生ま

れました。大学時代に皆様が支えてくれたおかげで今

の私がいると思っております。大変感謝をしております。

皆様のご健康とご活躍を心よりお祈りしております。ま

たお会いできる日を楽しみにしております。』 

※メッセージの内容については、本人の承諾が必要

なことから、週報掲載にあたり一部個人情報など内容

を削除しておりますので、ご了承下さいますようお願い

申し上げます。 

1 月理事会報告                  中川エレクト 

2 月例会予定 

 2 月 

3 日 理事会報告・雑誌紹介 （アグリパーク） 

10 日 ｱﾝｶﾞｰﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ講習：杉山講師 （和泉屋） 

17 日 移動例会（アグリパーク） 

24 日 移動例会（和泉屋） 



 次年度理事役員について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50 周年記念例会について 

周年参加への意識調査アンケートを配布予定 

 舟越会員 12 月 31 日退会 

 ペットボトル・空き缶のエコ回収の終了について 

回収品の一時保管場所の維持管理、換金レート等

が、十数年前のスタート時の状況と変化しているな

どの理由から今年度を持って終了を決定。 

 ホームページ閉鎖（2022 年 6 月 30 日をもって閉鎖） 

栗原会員が維持管理している当クラブの HP をクラ

ブ広報としてのツールとして Facebook 移行にさせ今

年度で HP を閉鎖。 

 米山奨学生受入れ意向アンケートの回答について 

現在受け入れ優先順位は 27 名の奨学生に対し 30

位であるが、2 年継続の奨学生を希望するため今回

は「受け入れ希望しない」に決定。 

雑誌紹介                   野口（美）会員 

 今月もロータリーの友を広く浅くご紹介

致します。今回の 1 月号は、一昨日娘と

留守番をしている時に読んでチェックをし

てきました。1 月号特集は「コロナ禍にお

ける職業奉仕」ですが、全般的に新型コ

ロナ第 5 波の時期 9 月頃の状況での原稿が多いと思わ

れます。そう思って読んで頂けると良いと思います。 

 P.4～5 RI 会長メッセージ、職業奉仕月間によせて

職業奉仕についてのメッセージです。 

 P.7～13「コロナ禍における私の職業奉仕」 

在留外国人、学生、そして言葉を発することさえでき

ないペットに心を寄せ、職業を通じて奉仕を実践す

る 3 人に、直面する問題と「ロータリアンにできること」

について書かれています。 

 P.7～17 疾病予防と治療月間特集 

全国のロータリアンのコロナ禍だからこそ出来る活

動を写真付きで紹介しています。 

 P.14～17 「2022 年国際大会に参加するべき 7 つの

理由」①今大会は現地参

加ができる②現地に行か

なくても参加できる③宇宙

飛行士と出会えるかも 

④人生のパートナーと出

会う人も⑤国際的有名人

の講演が聞ける⑥知らな

い街を探索できる⑦世界

につなげてくれるロータリーのチカラが実感できる 

 P.18～19 「茨城発！世

界に広がったロータリー

奉仕デー」第 2820 地区

（ 茨城県 ）の呼びか け

に、世界各地の RC が呼

応し、それぞれの国・地区で市民と共に、海岸や河

川や湖沼を綺麗にする「ロータリー地球環境保全プ

ロジェクト」が行われました。 

 P.20～21「ローターアクター奮闘記」男子、生理用品

を買う!? 「生理の貧困」にロータリアンも立ち上がる

男女共生センターへ生理用品を支援、等 

 

 

 

 

 

 P.30～31 「世界中のロータリープロジェクト」世界の

RC が行っているプロジェクトの紹介です。国によって

必要とされる様々な奉仕活動が掲載されています。 

 P.32～34 2021-22 年度地区大会略報 

 P.37 R 財団管理委員長からのメッセージ 

クラブ奉仕・管理運営委員会 折原 正昭

プログラム・ロータリー情報 折原 正昭

会報・雑誌 田中 啓司

会員増強・退会防止 木村 泰一郎

親睦委員会 折原 弥五郎

IT委員会 馬場 茂明

4大奉仕・財団・米山委員会 栗原 偉憲

職業奉仕委員会 栗原 偉憲

社会奉仕委員会 渡邊 克己

国際奉仕委員会 渋谷 忠明

青少年奉仕委員会 戸賀崎 千夏

ロータリー財団委員会 田中 昌夫

米山記念奨学委員会 古川 好宏

中川 定雄

宮田 雄一

野口 美津夫

大作 貴洋

下津 谷忠史

矢島 紀一

仁部 前崇 真中 博克

※次年度より廃止

関口 博正

会長

顧問

会計監査

SAA

直前会長

会長エレクト

幹事

監査

会長ノミニー



 縦 P.4「CSR/SDGｓの時代に考える職業奉仕「江戸

時代の商人道は、多様な経緯で形成されてきました。

その中の一つ、石門心学は企業における道徳、

CSR/SDGｓを考える際、必ずや指針になると確信し

ています。ロータリーの職業奉仕を進めるときにも、

是非ご一考されてください。ご理解、ご記憶頂けれ

ば非常に嬉しいと言っています。 

 縦 P.13 私の 1 冊「徳川家康が総理大臣になったら

…」総理大臣に徳川家康、官房長官に坂本龍馬、経

済産業大臣に織田信長、厚生労働大臣に徳川綱吉、

総務大臣に北条政子、財務大臣に豊臣秀吉など

錚々たるメンバーが、新型コロナを収束させ政治に

信頼を取り戻すため、えげつない決断力と実行力に

よってこの難局を乗り切る、という「もしも」の話です。 

 

 

 

 

 

 

会員報告                      仁部会員 

 落合会員が、年齢早見表と

祝日・主要行事・節季表を印

刷して配ってくださいました。

仁部会員に有料ギリギリ⁉の

解説をして頂きました。 

 

 

 

 

 

 

出席・スマイル報告                 

会員数 出席 欠席 免除 MU 出席率 

41 23 18 0 （10） 78.57% 

宮田会長： オミクロン株が、ジワジワと増えていますね。

今年は落ち着いてほしいと願っています。 

大作（貴）幹事： 正月は YouTube を見すぎて脳がおかし

くなりました。 

関口会員： おめでとうございます。本年も宜しく。 

「歳経てば、生きてる証の 年賀状」 

中川エレクト： 明けましておめでとうございます。来年度

は宜しくお願いします。また、今年中には、道中杉戸宿

の CD を発売しますので、ご協力の程お願いします。 

真中会員： 今年の箱根駅伝、中大吉居君の快走を予想

していたのは私だけでしょう。 

野口（美）会員： 明けましておめでとうございます。本年

もよろしくお願いします。12 日～中一の娘はスキー旅

行です。修学旅行は中止だったので、なんとか行かせ

てあげたいです。 

落合（喜）会員： 新年を迎えましたが、決してお目出度い

年ではない。2 年続きでデルタとオミクロンで痛めつけ

られて、今年こそ収束して全国を旅したいですネ～。 

矢島会員： 今年友人からの年賀状「歳」と「悔」の文字が

多かったです。80 歳という年齢、悔いない人生そうあり

たいものです。今年もよろしくお願いします。 

細井会員： 新年明けましておめでとうございます。旧年

中はたいへんお世話になりました。本年もよろしくお願

い申し上げます。 

古川会員： 新年明けましておめでとうございます。今年

も宜しくお願いします。オミクロン株拡散しはじめました。

会員の皆様感染に気を付けましょう。 

小柳会員： 今年もよろしくお願いします。 

下津谷会員： 杉戸メンバーの皆様が今年健康に過ごせ

るよう願っています。 

荻原会員： あけましてお目出とうございます。 

栗原会員： 野口さん、友の勉強ありがとうございます。

安定の 20 分。オミクロンで軒並み新年会が中止になり

ました。濃厚接触者で隔離されてしまうと仕事ができな

くなるのが怖いです。 

木村会員： おめでとうございます。今年も宜しくお願いし

ます。様々大変な 1 年でしたが、今年は安心して色々

な人とお会いできる年になれば良いですね。 

中野会員： 明けましておめでとう御座います。今年もよ

ろしくお願いします。 

仁部会員： 壬寅 五黄土星の本年、皆様の開運勝利、

年中安泰を御祈念申し上げます。  

折原（弥）会員：野口会員 

スマイル本日投入額 ３３，０００円 

スマイル累計額 ３９１，１２０円 

スマイル目標額 ****** 

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 


