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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 
http://www.sugito.club 

第２６４１回例会 ２０２２年２月３日 

ZOOM 例会（12:30 点鐘） 

点鐘                         宮田会長 

君が代・ロータリーソング             奉仕の理想 

2 月結婚祝                          

野口久正（8 日） 折原正昭（18 日）  

日向英実（23 日） 矢島紀一（28 日）  

下津谷忠史（27 日） 中川定雄（28 日） 

2 月誕生祝            

小川勝之(8 日) 田中昌夫（8 日） 矢島紀一（11 日） 

会長あいさつ                       宮田会長 

ご存知の通り、全国でオミ

クロン株が猛威を振るってい

ます。感染者は元より、濃厚

接触者になっても自宅隔離

になってしまうので、対面での会合というのはまだまだ難

しい状況であると思います。 

先日 PTA の研修会が開催される予定でしたが、急激

な感染拡大でフルリモートの開催に変更されました。しか

し直前になって講師の先生がコロナに感染し中止となり

結局、動画の配信ということになりました。 

一昨日の深夜、杉戸町倉松で火災がありました。杉戸

町の 1～4 分団が出動しました。私は第 6 分団なので招

集されませんでしたが、状況を確認しに現場へ向かいま

した。消防団は全員が消防車で向かう訳ではありません。

急ぎですから車で現地に行くこともあります。一昨日の火

災は大事に至らず無事鎮火できましたが、思わぬトラブ

ルが発生致しました。現地に向かった消防団副長の車の

駐車場所で現地の住民とトラブルになったのです。非常

時であっても、深夜であっても、家の前に勝手に車を停め

たことに対し住民は怒りを露わにしました。消防は公の機

関です、私たちは消火活動の際、一般の建物及びその

建物のある土地に進入することが許されています。また

消防隊が一刻も早く火災現場に到着できるように、私道

や構内の通路などを通行することもできます。副団長が、

どうしてもそこに停めなければならなかった理由はありま

せんが、深夜の緊急事態です。その住民と、団長、副団

長がその住民に足止めされ、他の団員はしばらく撤収す

ることができずにいました。 

火事で焼け出された人もいる中、自分の車を出せなか

った訳でもなく、ただ自分の権利を侵されるのは嫌という

主張は、何か今の時代を象徴しているような気がします。

世の中の社会性とバランス感覚がどこか崩れているよう

な気がしますね。こんな時代だからこそ、改めて大らかな

ロータリーの精神が必要なのかと思いました。 

幹事報告                         大作幹事 

 米山部門より、2022 年米山世

話クラブ（27 クラブ）決定の案内

が届いております。今年度は、

61 名の中 27 名の合格者、4 名

の補欠者を選出。世話クラブを

希望したのは 38 クラブで、上位

27 クラブに決定しました。（杉戸 RC は 34 位でした

が継続生を希望のため今年は辞退） 

 地区より、2022 年 2 月 19 日大宮駅東口「全国一斉

献血活動」について案内が届いております。 

 ロータリーの友事務所より、「コロナウイルス変異株

の状況を勘案し、概ね 2 月末まで感染対策と感染

拡大予防対策を講じた運営を進めていくことをご了

承ください。」と案内が届いております。 

 地区より、コロナ罹患に関してのお願いが届いてお

ります。「各クラブにおかれましては会員に罹患者が

出た場合、地区に性別・年齢のご報告を頂きたくお

願いいたします。」（本文より） 



2 月理事会報告                  中川エレクト 

3 月例会予定（例会については後日案内を致します） 

 3 月 

3 日 理事会報告・雑誌紹介 

10 日 以下内容未定 

17 日 未定 

24 日 未定 

31 日 未定 

 2 月の卓話について 

感染拡大により、濃厚接触者となり隔離やバイトが

十分にできない学生支援のため、奨学生や若い人

を中心に自宅からできる ZOOM 卓話を依頼しました。 

  10 日：大宮 RAC 会長 吉田 真奈美  

17 日：（米山）レ ティ フン 岩槻東ＲＣ  

（米山）袁 景竜（ｴﾝ ｹｲﾘｭｳ） 川口東ＲＣ  

24 日：(RAC) 大宮東 RAC 田中麗華 

（米山）張 政（ﾁｮｳ ｾｲ） 越谷東ＲＣ 

 50 周年記念例会について→4/7 中止決定 

周年参加への意識調査アンケート結果（参加 14 名、

欠席 13 名、他未回答）。返信状況から、現在の感染

者数の推移では、会員も賛否の回答が困難と判断。 

4/7 の周年開催は中止と決定。今回の中止をもって

一昨年に設置した 50 周年実行委員会は解散とする。

パレスホテルへのキャンセル連絡→関口会員 

 さいしん例会場 ADSL 解約について →承認 

2023 年 1 月で ADSL のサービスが終了。さいしんで

はセキュリティ上、外部の光回線を引くことができな

いので、2023 年 1 月の終了を待たずに解約を検討。 

例会場のインターネットはスマホのテザリングで対応 

（解約すると 3290 円/月の節約） 

 現在のクラブの通帳名義について 

年度内に変更が必要な通帳についての名義者は、

会長に一任し変更する。 

雑誌紹介                   田中（啓）会員 

 本日は、ロータリーの友 

2 月号を野口会員に代わっ

てご紹介致します。 

先ずは横書きの見開き

の１ページ目に新型コロナ

への対応として「ワクチン接種や予防をサポートするため

に行動しましょう！」と呼びかけが載っています。一方で、

感染者へのサポートは難しいのかと考えてしまいますね。 

 P4 RI 会長メッセージ、今年度の最初に少なくとも 1

回、実践的かつ行動有志のロータリー奉仕デーのイ

ベントを計画し、開催するよう、全クラブに呼びかけ

ました。その中で会長の心をつかんだ「インドでの糖

尿病検査の実施」の例が紹介されています。インド

では糖尿病患者が 7,400 万人ともいわれており、そ

の約半数の人は糖尿病という診断を受けていない

状況だそうです。2,000 以上のロータリークラブとロー

ターアクトクラブが協力して、全国 1 万ヵ所を超える

検査所を設置して、1 日 100 万件を超える血糖値検

査を無料で実施したそうです。 

 P.7～13 今月の特集は、平和構築と紛争予防月間と

して、「青少年交換は未来平和へのギフト」が紹介さ

れています。P11 からはプログラムを経験した若い６

名の方の平和に対する考えが紹介されています。私

はこれらの記事を拝見し、異文化を理解し、国境を

越えた友情と信頼を築く大切さを感じる一方で、コミ

ュニケーション能力の必要性を感じました。 

 P.14～17 第 50 回ロータリー研究会リポート 

記事の中に、DEI（多様性、公平性、インクルージョン）

と出てきますが、D は Diversity、E は Equity（平等性

と書いているものもあります）、I は Inclusion（包括性、

受容性）の頭文字です。 

 P.18～21 第2520地

区 仙台南ＲＣの鈴

木ガバナーの「ロー

ターアクトと米山奨

学生との交流会」の

記事があります。コロナ感染者が少なくなった昨年

10 月にローターアクターがバーベキュー＆芋煮会を

企画し、外出も友人との交流もできずに困っていた

米山奨学生にも声をかけて開催したそうです。感染

者の少ないタイミングを逃がさすに上手く実施された

と思いました。「青少年の人生を豊かにするのは私

たちです」と書かれています。私も同感です。 

 P.22～23 「よねやまだより」は、ミャンマーのマンダ

レーという町を、ティーショップを経営しておられるト

ゥン･トゥンさんが紹介しています。ミャンマーは昨年

2 月のクーデターで軍事政権になり、今は活動を停

止しているそうです。早く平和な活動ができる日常に

戻る日を願っています。 



 P.29 ロータリアンの利益とは、「より立派で、より心

の大きな人間となって、自分自身に対しても、同僚

のロータリアンに対しても、そして社会全体に対して

も、より素晴らしい奉仕を提供する機会が与えられ

ることである」「仕事や経営に緊張と多忙の日々を過

ごす中、本来なら出会うことのなかったであろう立派

なロータリアンと友人となり、気を許し合い、奉仕を

語り、人生を語ることができる」とあり、私も同感です。 

 P.32 地区大会略報Ⅱに、当地区が載っています。 

 縦 P.4 第 2600 地区 諏訪グループ IM でのイルフ童

画館館長の山岸吉郎氏の特別講演：「武井武雄の

世界」が掲載されています。武井武雄さんは長野県

岡谷出身の画家で、童話に添える絵を芸術の域ま

で高め、「童画」と命名した人だそうです。 

P5 の「ありとせみ」という童画は、戦前から続く絵本

雑誌「キンダーブック」に 1964 年に掲載されました。

因みにこのキンダーブックは、凸版印刷のグループ

会社であるフレーベル館から出版されています。 

絵の題材は、日本では「アリとキリギリス」としておな

じみのイソップの寓話です。 

絵はイソップの原型

通りセミとして描い

てあり、お話も原型

通りに結末は書か

れていないそうです。

なぜセミがギターを

背負っているのか、「アーティストであるセミは怠け

者ではない、アーティストは魂を懸けて音楽を提供

することにより、人々の人生に潤いを与える存在で

ある」という山岸さんの想いが述べられています。 

 P.9 この人訪ねては、秋田東 RC の岩瀬浩介さんが

載っています。岩瀬さんは現在、サッカークラブ「ブラ

ウリッツ（ドイツ語で青い稲妻）秋田」の社長です。ク

ラブは 2020 年に J2 へ昇格し、初年度にもかかわら

ず残留を果たしたそうです。茨城県生まれの彼が、

今に至るまでの経緯やクラブ経営の苦労話が書か

れています。 

 P.13 卓話の泉「パワハラに注意！」が

掲載されています。職場でのパワハ

ラ防止のため、雇用管理上、必要な

措置を講じることが企業に義務化さ

れることが重要です。話の中に「安全配慮義務」です

が、東日本大震災での津波事故に対して安全配慮

義務違反が認められた裁判がありました。経営者側

から一方的な周知や啓発だけでなく、日頃からオー

プンに真剣に会話ができる職場環境が大事です。 

 P.18 第 2840 地区の高崎シンフォニー「札幌五輪とロ

ータリアン」 1972 年に札幌冬季五輪が開催され

NHK は、そのテーマソング制作を決めました。依頼

を受けたのは、札幌西 RC 整形外科医の河邨（かわ

むら）文一郎さんだそうです。出来上がったテーマソ

ングは、皆さんご存じの「虹と雪のバラード」です。私

はトワ・エ・モアの歌として知りました。五輪招致には

賛否両論はありますが、日本は 2030 年札幌冬季五

輪の招致を目指しているそうです。その前に、明日 4

日から始まる北京冬季五輪での各国の選手達の活

躍がとても楽しみですね。 

 P.22 当地区の「クラシックカー41 台でポリオ根絶を

PR」が載っています。 

 

 

 

 

               

出席・スマイル報告                 

会員数 出席 欠席 免除 MU 出席率 

41 17 24 0 （13） 73.17% 

大作（貴）幹事： 当店では、今まで「ひつまぶし」をやって

いなかったのですが、試しに作ってみたら美味しかった

ので、今月か来月にメニューに載せようと思っています。

是非食べに来てください。 

下津谷会員： 弊社もオミクロン株で大変ですが、不思議

と何とかなっています。皆様も健康で無事に過ごして行

けますよう祈っております。ZOOM の準備、田中さんの

冊子紹介ありがとうございました！ 

関口会員： 先月の 30 日に 3 回目のワク

チンを無事に接種致しました。先ほど

の雑誌紹介でアリとセミの童話があり

ましたね。日本では「ウサギと亀」が有

名ですが、その教訓は油断大敵だと思

います。しかし、ロータリー的には「なぜ亀は寝ている

ウサギを起こさなかったのか」と提起しているそうです。 



栗原会員： 「ウサギと亀」の童話の続きですが、この競

争でウサギは亀しか見ていなかった。亀はゴールだけ

を見ていた。競争相手に惑わされることなくゴールを見

ることの重要性が本質だと聞いたこともあります。 

ところで、先週、娘がオミクロン株に感染致しました。

濃厚接触者である家族も先週から自主隔離となり今日

で 10 日目です。しかし娘の会社に提出する診断書を

取りに病院へ行くと「あなたも来ちゃだめだ」と言われま

した。7 日目で復帰している芸能人もいます。濃厚接触

者の定義も期間も変わるので困ります。保健所から一

度も連絡はありません。知り合いの町の職員に色々と

対応してもらい助かりました。娘を部屋に隔離し、一日

3 回家中を消毒します。また家の中でも全員マスクをし

ています。娘は 38 度の熱が 5 日間ありましたが、努力

の甲斐あって他の家族は感染せずに済みました。現在

コロナ感染症は第 2 類となっていますが、第 5 類にな

ればインフルと同じく病院に行くことができます。私は

個人的には早く第 5 類になることを祈っています。 

中川エレクト： 今日は初めて自力

で ZOOM に入ることができ自画

自賛しております。入会しクラブ

の皆様とこうして例会に参加す

ることができ感謝をしております。先ほどの宮田会長の

話はよく分かります。私も毎朝 6 時に起きて 25 年間交

通指導員をしていますが、恫喝や文句は日常です。 

真中会員： 今日は司会を栗原さんに押し付けてしまい

すみません。今後は勉強して覚えたいと思います。 

野口（美）会員： 今日は上尾の東武ホテルの現場にいま

す。田中さん急なお願いで雑誌紹介を引き受けて頂き

ありがとうございました。ここは上尾 RC の例会場でも

あります。自分も杉戸のロータリー会員であると支配人

に告げると何故か非常に驚いておりました(笑) 

渋谷会員： 完全 ZOOM で久しぶりに全員の顔を見るこ

とができました。ZOOM 参加者としては、今後もたまに

このような機会があるといいなと思いました。 

田中（昌）会員： 田中さん雑誌紹介ありがとうございまし

た。完全 ZOOM の方が見やすくて聞きやすいですね。 

 

 

 

 

戸賀崎会員： 呼吸器系が弱いので ZOOM 参加にさせて

頂いていますが、いつも設営に感謝しております。 

馬場会員： 田中さん、雑誌紹介ありがとうございました。 

折原（正）会員： 田中さん雑誌紹介有難うございました。 

田中（啓）会員： 先ほど火事の話がありましたが、昨日

は幸手でも大きな火事がありました。皆さんも火の用

心してください。野口さん宅の近くだと思いましたが大

丈夫でしたか？ →家に灰が積もっていました（野口） 

大作（忠）会員： 白内障の手術が今月と来月上旬に入っ

ております。目が良くなったら 4 月

にゴルフの再デビューをして穂刈

さんに教わろうかな!?と思っており

ます(笑) 

木村会員： 先月まで当店のロビー展

で宮代高校書道部の作品が展示さ

れていましたが、今月からは特別

支援学校の作品です。とても見

ごたえのある作品展になってお

りますので是非足を運んでみてく

ださい。 

古谷（豊）会員： 昨日、コロ

ナワクチンの 3 回目を接

種しました。丁度 24 時間

経った頃が、副反応の熱

が一番高くて、現在はようやく 37 度 5 分になりました。

今日は聞き役に徹します。 

 

 

 

 

 

 

 

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✽✽✽ 

会員報告のとおり、コロナ感染症の濃厚接触者となれば、感染に至らずとも大変な不自由を強いられます。オミク

ロン株が落ち着くまでは ZOOM 例会となりますので、ご理解のほど宜しくお願い致します。また、感染拡大防止の

ため 4/7 開催を予定していたパレスホテル大宮での 50 周年記念行事は中止となりましたのでご了承ください。 


