
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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２６４５回例会 ２０２２年３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 

3 月結婚祝                          

新井 武（14 日） 武井 章（25 日）  

小柳明雄（27 日）  

落合優智（27 日） 古川好宏（30 日） 

3 月誕生祝            

折原弥五郎（23 日） 落合優智（27 日） 小柳明雄（28 日） 

会長の時間                      宮田会長 

本日は、現場から例会

に参加をしています。現在

久喜市で仕事をしていま

すが高所作業車で今街灯

の高さにいます。画面に映っていますで

しょうか？今日は風が強いので、作業車の箱の中に座っ

てお届けします。 

一昨日ですが、杉戸町では「コロナ禍の中でも卒業生

に思い出を」ということで、杉戸町にある全中学校（3 校）

の 3 年生を東武動物公園遊園地に招待しました。今年度

は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、体育祭や

修学旅行など多くの学校行事が中止となり、卒業アルバ

ムの掲載する写真が足りません。そこで、卒業のお祝い

として義務教育最終年度の 3 年生を対象に昨年度よりイ

ベントを開催しています。 

平日の夜 6 時から 8 時までの貸し切りでいくらかかる

でしょうか？約 100 万円です。自分も中学 3 年の子どもを

ゲートまで連れて行ったのですが、町長はじめ多くの職

員が視察のために来ていました。コロナ禍の特別支援で

したが、子ども達の喜ぶ姿をみると、今後毎年行ってもい

いのかなとも思います。 

幹事報告                         大作幹事 

 青少年奉仕部門より、令和 4 年 3 月 26 日（土）開催

の青少年交換スポンサークラブ関係者会議の案内

が届いております。 

 地区より、コロナ禍の例会運営につい、ガバナー月

信掲載用原稿募集の案内が届いております。「毎週

の例会運営の苦労話や工夫等を 共有して 他クラ

ブさんの 例会に 参考になればと思いますので、宜

しくお願い致します。」ということです。 

 令和 4 年 3 月 27 日（日）さいたま共済開会において

開催の「第 1 回 RYLA 研修会」の案内が届いてお

ります。 

3 月理事会報告                  中川エレクト 

4 月例会予定（4 月からハイブリッド例会の予定です） 

 4 月 母子の健康月間 

7 日 理事会報告・雑誌紹介 （アグリパーク） 

14 日 内容未定 （和泉屋） 

21 日 内容未定 （アグリパーク） 

28 日 内容未定 （和泉屋） 

 4 月以降の例会について 

埼玉縣信用金庫の感染拡大防止対策に協力し、例

会場での大勢の出入りを控えることと致しました。 

現在の感染数が収束するまでは、移動例会を中心

に例会を行います。第 1・第 3 例会はアグリパーク、

第 2・第 4 例会は和泉屋で移動例会と致します。 

 さいしん例会場で利用している、ADSL（電話回線イ

ンターネット通信サービス）が光回線への移行に伴

い、全国的にサービスが終了します。さいしんでは、

セキュリティの関係で外部の者が建物に光回線を引

くことができないので、今後は例会場での ZOOM が

できなくなります。これは、金融系の例会場を持つど

のクラブでも同じです。よって、さいしん例会場は、リ

アル例会のみの利用となりますのでご了承ください。 



 3/26 青少年交換受け入れ関係者会議について 

埼玉会館・ZOOM 併用 15:00～17:00 

登録者：青少年交換委員長、次年度会長 

ZOOM の場合は、カウンセラーも追加とする 

カウンセラーは選任＆打診を検討中 

 パレスホテル大宮の仕出しによる夜間例会について 

周年の度重なるキャンセルにも関わらずキャンセル

料を免除して頂いたので、相当の仕出し弁当を注文

することで 50 周年の代替とする（年度内に予定） 

会場と飲み物は和泉屋で予定 

 会計より上半期会計報告あり（巻末に添付） 

 3 月～4 月の例会内容については、会長幹事・プロ

グラム委員長（渋谷会員）で調整 

雑誌紹介                    野口（美）会員 

 P.4～5 RI会長メッセージ 

新型コロナで特に大きな

影響を受けているのは、

女児です。パンデミックは

学業不振、雇用率の低

下、児童婚や人身売買の増加など、女児たちに悪

影響を及ぼし続けています。女児のエンパワメント

（力を与えること）は非常に重要な活動で、初の女性

RI 会長エレクト（ジェニファー・ジョーンズ）がこのイニ

シアチブを継続することを明言しました。 

 P.7～13 特集「水と衛生月間」地域の水と生きていく

P.9「名にし負う猪苗代湖で水草回収活動を」友好ク

ラブの富岡 RC の記事が掲載されています。毎年秋

に、県民の財産である猪苗代湖の水環境を保護す

るため、湖岸に打ち上げられた水草を一斉に回収す

る活動を行っているそうです。県内で一斉に開催さ

れ湖畔で他のクラブと会うこともあるそうです。 

 P.16～21 ジェニファー・ジョーン

ズ RI 会長エレクトが描く多様で活

気ある未来のロータリーについて 

2022-23 年度 RI テーマのロゴ 

「私たちにはみんな、夢があり

ます。しかし、その実現のため

に行動するかどうかを決めるのは私達です。想像し

て下さい、私達がベストを尽くせる世界を。私達は毎

朝目覚めるとき、その世界に変化をもたらせると知っ

ています。」 

 P.34～35「世界中のロータリープロジェクト」紹介 

 

 

 

 

 

 

 

  

 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、現在行

っている活動についてお話させて頂きます。 

 P.38 ヒューストン国際大会「オススメのスポット」 

 財団管理委員長「世界中の人々にきれいな水を」 

 縦 P.4「語り継ぐ震災 今、あなたと共に」 

「東日本大亜震災での被災経験と、以降、私が生き

てきた歳月で起きたことについてお話しします。一被

災者として、震災後 10 年努めてきたことの一部を紹

介しますが、新型コロナに向き合う今、どのように人

は体験を乗り越えていくのか、を考えるよすがにな

ればと思います。」（本文より） 

 P.16 幸手 RC「オンライン式典でも気分は台湾」 

幸手 RC では、毎年桃

園 RC を訪れ、式典に

参 加 し て い る そ う で

す。コロナ禍の影響

で、今回は蕎麦屋の

宴会場にプロジェクターを持ち込み式典の様子を見

ながらオンラインで式典に参加の様子です。 

 P.22「感謝と喜びにあふれた音楽祭」 

 

 

 

 

 

 P.42「ロータリーの友」購読料改訂のお知らせ 

会員数減少による収益の減少と出版費用、流通コス

トの増加で、2022 年 7 月号から 1 冊 250 円に改定さ

せて頂きますということです。「友」の内容は、値上げ

をしても 250 円以上の内容だと思います。 



出席・スマイル報告                 

会員数 出席 欠席 免除 MU 出席率 

41 18 23 0 （11） 70.73% 

宮田会長： 先ほどの上空からようやく地上へ降りて来ま

した。野口さんの雑誌紹介を聞きながら、街灯のネジを

締めておりました。3 月私も不在の時がありますが、い

皆さまご協力どうぞ宜しくお願い致します。 

大作（貴）幹事： 先週の卓話の田中さんの書籍を長岡会

員から皆さんへ送って頂きました。お礼を申し上げます。 

古谷（豊）会員： 忙しいですが 3 月は、1 回は参加しよう

と今日は参加しました。出来る限り ZOOM を繋ぐように

しようと思います。 

日向会員： 皆さん元気でお過ごしください。 

長岡会員： 先週の田中麗華さんの本を皆さんへ寄贈致

しました。穂刈さん届けてくだってありがとうございます。

野口さん、雑誌「友」をかいつまんで紹介してくれるの

は有難いですね。これからも宜しくお願い致します。コ

ロナに関しては、私は早く 5 類にすべきだと思いますね。

そうでなければ、飲食店がスケープゴート（身代わりと

なる人）のようになってしまいます。 

関口会員： 野口さん雑誌紹介ありがとうございます。ロ

ータリーの友は、ずっと 200 円でやってきましたので値

上げは仕方ないと思います。しかし、昔のように広告料

を取れば良いのではとも思いますね。横 P.8 に福島 RC

阿久津パストガバナーの記事が載っています。私と同

期のガバナーですが、このような活動をしているとは知

りませんでした。地域に対する活動では、杉戸でも杉

戸町音楽祭がありますね。是非読んでみてください。 

野口（美）会員： コロナ禍で学校では様々な行事が中止

になっています。自分の娘も吹奏楽部ですが、発表す

る場がないまま練習をするという不憫な思いをさせて

います。このような生徒たちのために、早く杉戸町音楽

祭が開催できるよう期待しています。 

木村会員： ようやく暖かくなり気持ちは浮かれています

が、戦争の影響でマーケットも乱高下の状態です。お

客様は売りに来るかと覚悟はしていましたが、むしろ下

がっているので買いに来る方がいて、日本人の投資行

動も慣れてきた感じがします。 

下津谷会員： ウクライナが心配ですね。旅行業は平和

あっての業種なので、早く解決してほしいと思います。

仕事は停滞していますが、可もなく不可もなくです。 

中川エレクト： 昨日は埼玉県の奥秩父へ行って来ました。

合角ダムから 4 キロ行ったところに酔っ払い運転の車

が防護柵の中に突っ込んだ事故の調査に行って来ま

した。山の中はまだまだ雪がたくさんありましたが、桜

も咲いている所がありました。風情のある良いところだ

なと思いましたが、「熊出没注意」という看板があり、や

はり杉戸は良いところだなと再確認しました(笑) 

戸賀崎会員： 野口さん雑誌紹介ありがとうございます。

ウクライナ心配ですね。ZOZOTOWN でウクライナ人道

支援のチャリティーT シャツが、1 億円以上の売り上げ

で全額を寄付すると言っていました。私たちが出来るこ

とは、とにかく戦争を反対することだと思います。 

田中（啓）会員： 野口さん雑誌紹介ありがとうございまし

た。世界の皆さんが、紛争の無い世界を想い描ける時

代は来るのでしょうか？イマジンのような世界になるの

は難しいですね。  

栗原会員： 今日午前中に 3 回目のワクチンを始めて杉

戸町で接種して来ました。会場には、長岡先生と、井

上先生、後藤先生が問診の担当で来ていました。杉戸

町は真面目に大勢の人が接種に来ていましたが、お

陰様でスムーズに接種が出来ました。選挙も同様に来

てくれるといいのにな、と思いました(笑) 

真中会員： 今月はまだ ZOOM 例会となりますが、大勢

の皆様の参加をお願いします。古谷さん忙しいと言わ

ず毎回参加をしてください！ 

事務局： 長岡先生、私にまで本を買って頂きありがとう

ございました。今日 3 回目のワクチン接種をしますが、

今まで 2 回ともファイザー製でしたので、今回のモデル

ナのワクチンの副反応が心配です。 

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 

 

 

 

 

 

 



 

2021.7.1 ～ 2021.12.31 杉戸ロータリークラブ　2021年12月31日

2021-22
予算案

2021-22
上半期実績

摘　　要（2021-22年度）

0 0 前年度繰越金　521,000円は貯蓄口座へ

10,320,000 5,300,000 12万円×43名　※年会費納入者あり

0

0 3,000 1,500×2名

0 0

0 0

0 0

0 5

10,320,000 5,303,005

2021-22
予算案

2021-22
上半期実績

摘　　要（2021-22年度）

クラブ奉仕 450,000 189,116 公式訪問、さいしんお礼、卓話お礼、新入会員準備、他

プログラム・R情報 0 0

会報・雑誌 360,000 164,760 週報、ロータリー友、用紙・インク、他

会員増強・退会防止 0 0

親睦 600,000 90,540 親睦会、結婚誕生祝、親睦ゴルフ、他

出席 900,000 461,000 地区大会、セミナー登録料一括払、他

小計 2,310,000 905,416

職業奉仕 10,000 0

社会奉仕 500,000 225,000 すぎスポ、障害者週間、アグリ年末福引、他

国際奉仕 5,000 55,000 国際交流協会

青少年奉仕 350,000 (80,000) ライラ研修費用一時預かり金（1月に33万円地区へ送金予定）

特別事業費 600,000 483,940

小計 1,465,000 683,940

ロータリー財団 1,000,000 474,473 111$X43　ペットボトル換金収入

米山記念奨学会 1,000,000 430,000 １0,000円X43、米山感謝の集い、バス旅行

小計 2,000,000 904,473

地区分担金 1,080,000 520,000 \12,000X43

ＲＩ人頭分担金 350,000 173,105 69$X43 ＠111　※比例分担金含む

米山普通寄付 225,000 107,500 米山普通寄付金\2500x43

特別分担金 0 0 ※地区分担金に含まれる

小計 1,655,000 800,605

例会費 700,000 245,035 例会弁当、お茶代、夜間例会飲食費、他

会長幹事会費 240,000 52,000 会長・幹事会

小計 940,000 297,035

事務用品費 70,000 21,572 コピー用紙、プリンターインク、領収書、祝儀袋、他

印刷費 56,000 50,000 年度計画書作成費、製本表紙代、他

通信費 200,000 71,595 電話代・FAX、インターネット、郵便、他

人件費 960,000 480,000 事務局

慶弔費 100,000 96,200 香典、花輪、傷病見舞金

支払手数料 20,000 7,810 振込手数料

事務所費 360,000 135,296 リース料金（FAX複合機）、トナー交換、ZOOM年間登録

予備費 184,000 0

小計 1,950,000 862,473

10,320,000 4,453,942

0 849,063 0

　　　　　合　　計

　　　　　収支合計

支出の部

科　目

ク
ラ
ブ
奉
仕

委
員
会
奉
仕

財
団

会
議
費

分
担
金

入会金

ビジター登録料

雑収入

事
務
局
費

合　　計

スマイル借入

2021-22年度上半期報告

収入の部

科　目

前年度繰越金

会費


