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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２６４４回例会 ２０２２年２月２４日 

ZOOM 例会（12:30 点鐘） 

点鐘                         宮田会長 

ロータリーソング              手に手つないで 

お客様紹介                          

大宮東ローターアクトクラブ 田中 麗華様 

岩槻東ＲＣ 米山奨学生 張 政様 

会長の時間                      宮田会長 

本日も、議会中のため役場

からのリモートになります。 

昨日、熊谷市の利根川河川

敷で枯草が燃える火災が発生

しました。10 台以上の消防車が出動し消火活動を行いま

したが、火は下流に向かって燃え広がりました。 

実は消火作業に使用する水の確保が難しく、消火栓か

らホースをつないで消火します。利根川が流れているの

で水のかけ放題ではないかと思いますが、燃えまくって

いる河川敷にポンプ車を乗り入れることも容易ではありま

せん。これが近くの河川だったと思うとぞっとします。横幅

200m、縦 2 キロの移動する炎をどうやって消すかが、消

防や団員の使命となります。 

 先週日曜日の昼間、江戸

川を散策していました。ほと

んど見ることがない土手の

内側ですが、ごみ処理場の

裏側からしか入ることが出

来ない藪の状態です。そこで、めずらしい生きものを見つ

けたのでご覧ください。これは、カワセミです。山の綺麗な

ところにしかいないイメージでしたが、こんなところにもい

るんですね。こんな近くにある江戸川ですが、実は杉戸

町では水面が見える場所はこのあたりだけです。ここで

何かできないものかと思う休日のひと時でした。 

 

幹事報告                         大作幹事 

 地区事務所より、2022 年 6 月 4 日～8 日ヒュースト

ンで開催される国際大会が、対面で開催されること

に決定したと案内が届いております。出席を奨励す

るため、2/28 までに登録すると割引になり、すでに

登録されている場合でも 12/16 から適応され返金さ

れるそうです。 

卓話                        田中 麗華様 

 私は世田谷区の児童養護施設出

身です。現在はモデルをしています

が、自身の生い立ちを通して、児童

養護施設にいる子どもたちと社会的養護について、現在

行っている活動についてお話させて頂きます。 

私は大宮東ローターアクトクラブに所属しています。当

クラブが 10 年以上行っている事業に参加したことがきっ

かけです。それは、12 月さいたま市内にある児童養護施

設「カルテット」の子どもたちと遊んだり食事をしたりする

会です。地域の方々に見守られながら生活をするという

のは、子どもたちにとって大切だと思い入会致しました。 

 児童養護施設に暮らす子どもは現在約 3 万人。しかし、

かわいそう、問題児といった偏見が先立ち、その実態は

あまり知られていません。進路や人間関係に悩みながら

も、ともに成長できる場所である児童養護施設は、子ども

たちにとってはかけがえのないおうちだと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 



※卓話の内容と、書籍の内容（写真等）が同じの場合、

著作権等があるので、週報では掲載を差し控えさせて頂

きます。長岡会員が会員数分を購入し寄贈してくださると

いうことで、後日皆様に書籍を送付致します。 

 

卓話                          張 政様 

 私は岩槻東 RC 所属の米山

奨学生です。獨協大学外国語

学部で英語圏の文学と文化・

歴史を勉強しています。なぜ

日本で英語の勉強をしているかというと、日本語と英語

の両方を学習できるからです。 

今日は「感謝の手紙」というテーマで、私の出身地、中

国蘇州市と来日してからの生活、将来の私の夢、私の今

についてお話したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私は高校生の時に来日しました。私が日本に留学でき

たのは、父が自分の家を売ってくれたからです。高校 3年

間も親に支援をしてもらいました。大学生になったら、早く

経済的に独立をしたいと思っていました。大学では、奨学

金制度を利用するためトップの成績を維持し家賃に充て

ていました。週 4 日アルバイトを掛け持ちしながら大学に

通い欲しい本があっても我慢し、エアコンや水の使用も考

えながら生活をしていました。しかし、大学 3 年生で米山

奨学生になった私はアルバイトを減らすことができ、その

時間を就職活動や学業に集中することができました。 

 私は将来、二つの夢があります。一つは、語学力を活

かし世界中にある世に出ていない素晴らしい文学作品を

翻訳して世界中に情報共有させること。もう一つは、日本

には『ワンピース※日本の少年漫画 海外で翻訳版が 57 以上』

のような作品がまだまだあると信じているので、誰かの人

生を変えるような、心の指標となるような影響力のある作

品を世に送り出したいと思います。そのために、出版業界

で編集者、もしくは絵として表現するイラストレーターにな

りたいと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 課外活動では、友人の誘いで「第32回文学フリマ東京」

で展示販売する出版物にイラストを描かせて頂きました。

その後、私も自分のイラスト関連グッズ（T シャツ・マグカ

ップ・帽子・カバンなど）をネット販売するお店を開きました。 

 夏休み期間中に、カウンセラーの関係で書籍の翻訳と

校閲を経験致しました。日本語から英語に翻訳して欧米

で販売される予定です。このように、初めて出版作業に

触れることができ確実に夢に近づいている感じがします。 

米山奨学生になって、金銭面だけでなく、このような形

のないものも皆様から頂いております。奨学生になり大

学生として充実した生活を送ることが出来るようになった

ことを心から感謝しております。ありがとうございました。 

出席・スマイル報告                 

会員数 出席 欠席 免除 MU 出席率 

41 18 23 0 （11） 70.73% 



大作（貴）幹事： 田中さん、張政さん、卓話ありがとうご

ざいました。もっと詳しく話が聞きたいと思いました。機

会がありましたらまた宜しくお願い致します。 

私も昨日モデルナのワクチンを接種してきました。今

のところ幸い副反応はありません。 

長岡会員： 田中さん、張政さん、卓話ありがとうございま

した。夢のある話を聞かせて頂きありがとうございます。 

 君はどうしてそんなところに生まれて来てしまった

の！と児童虐待のニュースに心を痛める昨今、その経

験者である田中れいか氏の卓話は少なからず心に響

きました。親が自らの子を痛め付け殺害するなどという

最も有り得ないことをしでかすほど、人類は心というも

のの副作用に病んでいます。心に代わる何が生まれ

ないと病から解放されないとも言われています。著書

の寄付は話の途中から決めていました。皆様にこの本

を読んでもらいたいので人数分購入し寄付をしたいと

思います。（長岡会員寄贈の書籍を後日配布致します！） 

関口会員： 素晴らしい卓話ありがとうございました。長岡

先生、本を寄贈してくださるということで感謝致します。

機会がありましたらまたお目にかかりたいと思います。 

シルバー川柳：売ってない 極楽行きの パスポート 

何をしに ここに来たかと 考える 

野口（美）会員： 貴重なお話ありがとうございました。 

益々のご活躍お祈りしております。先日、人生初の人

間ドックに行って来ました。結果はまだですが、確実に

分かっているのは肥満です(笑) 

木村会員： 田中さん、張政さん、中身の詰まった興味深

いお話ありがとうございます。自分でも本を読んだり調

べたりしたいと思いました。今、世界情勢はきな臭い状

況ですね。いい方向に向かってくれればいいと思って

おります。 

中川エレクト： 田中さん、張政さん卓話ありがとうござい

ました。今後も頑張って頂きたいです。先週モデルナの

ワクチンを接種しましたら、副反応で体調が悪くなり今

日からようやく活動ができるようになりました。 

矢島会員： 田中さん、張政さん、今日

は良い話をありがとうございました。

日本と世界の情勢を照らし合わせな

がら聞いておりました。こういう卓話

はもったいないので対面がいいですね。お二人とも是

非頑張ってください。 

下津谷会員： 田中さん、張政さん、今後が楽しみですね。

またどこかで活躍が見られるような気がしています。 

渋谷会員： 今日は 2 名とも充実した卓話で、時間が足り

なかったと思います。アンコールでまた卓話をお願いし

たいと思います。 

折原（正）会員： 2 週間ほど前に、同

居家族からオミクロンに感染してし

まい、ようやく 10 日間の自宅療養

が明けました。杉戸も感染者が増

えているようですから皆様お気をつけください。現在は

後遺症もなく元気です。 

日向会員： 最近は、若い人で頑張っている人が結構い

るなという印象です。素晴らしいですね。先日 3 回目の

ワクチン接種が終わりました。前回より副反応が少しあ

り、今回はだるいなという感じです。そろそろ活動を再

開させようと思っています。 

田中（啓）会員： 卓話、ありがとうございました。木々の

芽も大きくなってきました。春はもうすぐです！ 

草加に住む高校生の姪が新型コロナに感染しました。

土曜日に発症し、市販の抗原検査キットで判明したそ

うです。病院の PCR 検査の予約がとれず、月曜日に病

院へ行ったそうです。家族の検査用に市販の抗原検査

キットが欲しいとの連絡があったので、日曜日に一人 1

個しか買えないキットを購入して届けました。幸いにも

他の家族 3 人は陰性でした。昨日、埼玉の 10 代男子

学生が亡くなったことをニュースで知りました。この国

は、若者の命を守れるように医療の仕組みを変えるこ

とが最優先だと感じました。 

栗原会員： 今月は青少年の

卓話を中心にセティングして

みましたが、いかがだったで

しょうか？仕事や学業の調

整で、ゆっくり時間が取れませんでしたが、対面の例

会になりましたら、また改めてこのような機会を作りた

いと思います。 

この 2 カ月で私以外の家族が全員オミクロンに感染

しました。この間私は、濃厚接触者のため出たり入った

りの状態でした。お陰様で家族は全員回復しましたが、

後遺症で未だに味覚障害が残り、変なダイエットをして

いるようだと言っています。皆様も気を付けてください。 

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 


