
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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２６４９回例会 ２０２２年３月３１日 休会 

第２６５０回例会 ２０２２年４月７日 
ハイブリッド例会（アグリパーク 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 

お客様紹介 

青少年交換派遣生 阿部 凌馬君 

お母様 阿部 めぐみ様 

4 月結婚祝                          

落合喜彦（4 日） 宮田雄一（7 日）  

細井勝保（28 日） 

4 月誕生祝            

折原正昭（13 日） 大作貴洋（14 日） 

会長の時間                      宮田会長 

本日から、ハイブリッド例会になり

ます。久しぶりにお会いする会員も

いて大変嬉しく思います。先ほど、ラ

イラ研修の視察に行っている栗原

会員から 1 枚の写真が送られてきま

した。それは 20 年前、私が 1998-99 年度研修生として参

加し宮古島で植樹をした当時の写真です。現地は今、森

になっているそうです。 

先ほど理事会でも話ましたが、今年度（地域）の様々な

行事について開催の可否が問題になっています。杉戸町

も夏祭りや流灯まつりの開催やその方法について協議し

ているところだと思います。 

春日部市では、大凧まつりが無観客での開催になりま

した。私は江戸川沿いに住んでいるので大凧を引いたこ

とがあります。足場を縦に 9 本

立て、横に 11 本組んでいきま

す。昔はヘルメットも被らず手作

業で組んでおりましたが、数年

前から保存会の会長が電機屋さんになり、先輩後輩の関

係で、数名の電機屋さんが集まり高所作業車で設営をす

ることになりました。この足場は、何に使われるかというと、

出来上がった凧を立てかけて糸の調整をするためだけに

使います。大変な思いをして組みますが、5/3 の午前中 1

回しか使われないのです。 

大凧を揚げるのはとても

ハードな作業です。お神輿

は担ぎ手と言いますが、大

凧は引き手といいます。春

日部では、土手の上から勢

いをつけますが、凧が揚がってきたら指示によって、その

場で踏ん張るか、綱を放すかをしますが、早すぎても遅

すぎても上手く揚がりません。 

凧が揚がる時には急速に揚がり、引き綱ごと宙に浮い

てしまう危険性があります。また、急速で滑り出す引き綱

に足をとられる危険性もあります。数十年前に、引き手が

宙にあがり落下した事故がありました。手を放せばいいと

思うかもしれませんが、綱は急にもっていかれるのであっ

という間のことです。また、凧は 800 キロ近くあり、落下す

れば大事故にも繋がります。もう少し安全で軽量化しても

いいのでは？と思いますが伝統なので仕方ないですね。 

このような伝統的な行事ですが、2 年もブランクがある

とやり方を忘れてしまいそうです。杉戸の夏祭りや流灯も

工夫して開催されればいいと思っております。 

幹事報告                         大作幹事 

 R 財団部門より、「災害救援基金」の新規設置につ

いて案内が届いております。今回のウクライナなど、

支援が必要な地区の水、食料、シェルター、医療

品、衣服などの救援物資補助金として使われます。 

 地区事務所より、『ロータリーを愉しむ会』が都合に

より中止となった旨の案内が届いております。 



4 月理事会報告                  中川エレクト 

5 月例会予定 

 5 月 母子の健康月間 

5 日 休 会（こどもの日） 

12 日 理事会報告・雑誌紹介 （和泉屋） 

19 日 内容未定 

26 日 4/28 周年記念例会に振替え （和泉屋） 

 次年度地区補助金事業の提案について 

・非営利団体地域安全パトロール隊（杉戸警察署長

委嘱）に、パトロール装備品と通学路の車両進入禁

止バリケードを寄贈する事業。 

・ボランティア活動のため、20 年以上使用している老

朽化した備品の買い替えが困難である。 

・9 月の学校新学期に向けて、備品等を新装する 

 50 周年記念例会の開催について 

令和 4 年 5 月 28 日（土）18 時～ 会場：和泉屋 

登録料：会員 5,000 円、家族 3,000 円 

食事：パレスホテル大宮 仕出し弁当 

飲み物・オードブル：和泉屋 

お客様：松本ガバナー、中里副ガバナー 

※日程等、一部変更されました 

 4/15 地区研修・協議会について 

参加予定： 中川、下津谷、折原（正）、木村、栗原、 

渡邊克己、渋谷、戸賀崎、古川、野口（美）、馬場 

東武動物公園駅 8:30 集合 

 第 10 回杉戸町音楽祭の開催について 

次年度の音楽祭の開催を再々延期→各学校通知 

・カルスタの一部が未だ入場規制がある 

・多目的ホールがワクチン接種会場になる可能性 

・密になることからフィナーレの全校大合奏が不可 

・区切りとなる第 10 回を完全な形で行いたい 

上記の理由により、再々延期を決定 

 R 財団新設の「災害救援基金」について 

先般のウクライナ支援金は、地区を通して、国連の

難民高等弁務官事務所に送金されましたが、R 財団

が新規に「災害救援基金」枠を設置し、直接被災国

のロータリー地区の救済補助金として使われる迅速

な基金として案内が届いております。被災地の水、

食料、シェルター、医療品、衣服などの救援物資とし

て急ぎの寄付要請あり（4/30 締切り）。 

各個人の寄付として、クラブより一人あたり 10ドルの

寄付を決定（確定申告用の領収書に累計されます） 

 次年度の会費について 

次年度上半期会費を 12 万円に決定（コロナ特別措置） 

引退等により会費が個人出資の会員について、8 万

円の特別枠を設置（領収書は個人名になります） 

青少年交換派遣生報告           阿部凌馬君 

この度、青少年交換派遣生として留

学させて頂きます阿部凌馬です。私が

青少年交換に興味を持ったきっかけ

は、同じ共栄高校でブラジルに留学に

行った先輩の話を聞いたことからです。

1 年間の留学で自分がどんなに成長したか、ご家族から

の話も含め聞くことができました。自分も是非留学したい

とその時決意致しました。 

留学先の希望は、英語圏が人気のようですが、私はヨ

ーロッパで、高校生の留学ではメジャーでない国に行って

みたいと思いチェコ共和国を希望しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右のドーム状の建物は、チェコの首都プラハにある通産

省の庁舎です。広島の原爆ドームに似ていますね。広島

県産業奨励館であった原爆ドームの設計者のヤン･レツ

ルは、チェコ人だったそうです。チェコと日本と比較をして

何か共通するものはないかと探してこのドーム型の建築

を見つけました。 

 左はプラハの街並みです。中世ヨーロッパの古い街並

みは世界遺産にもなっています。私は中世の時代も好き

なので、この美しい景観も、私がチェコを希望した理由の

一つです。 

阿部さんご家族の写真 



ロータリーのオリエンテーションの課題で、英語でのプ

レゼン用にまとめた PP 資料「仏教について」を発表させ

て頂きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年交換委員会報告           戸賀崎会員 

 本日は、青少年交換プログ

ラムについて少しお話させて

頂きます。現在は、いつでも派

遣できるよう先方と順調に準

備を進めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告（4/13）              荻原会員 

新学期を迎え、第二小学校に登校する新入生達の安心、

安全を目守り送る中川会員の交通指導員活動風景です。 

 

 

 

 

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： 皆様おひさしぶりです！阿部さんようこそ。 

大作（貴）幹事： 阿部さん本日はありがとうございました。

阿部君を見ていると、うちの息子に似ているなあと感じ

ます。 

中川会員： お久しぶりです。明日は年に 1 回の胃カメラ

を飲む日です。鼻ではなく口から入れますのでつらい

です。夜は次年度会長・幹事会です。 

古川会員： 壬会員の皆様ご無沙汰です。なかなかコロ

ナが落ち着きません。会員の皆様気をつけましょう。 

戸賀崎会員： 阿部くん、お母様、本日は御来場いただき

ありがとうございました。ハケン先がチェコなので、ウク

ライナが心配ですよネ。阿部くんの夢を実現できるよう

に全力で支えたいと思います。 

落合（喜）会員： いやー、皆さんと逢うの久し振りです。 

２カ月も足止めされストレスが溜まり過ぎてどうにかな

りそうだ。明日は花見のハシゴをして来ます。 

 

第２６５１回例会 ２０２２年４月１４日 
4/15 地区研修協議会に振替え（埼玉会館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡辺（良）会員： 戦争ばかりの話しで少しも良い話しはあ

りません。 

関口会員： 久しぶりの対面です。やはりこれでなくちゃ。 

大作（忠）会員： コロナ感染の高止まり、ロシアの戦勝犯

罪、北朝鮮の核実験等など、春爛漫の季節にそぐわな

いニュースばかりですねー。 

矢島会員： 4 月 4 日川口モーニングクラブ主催チャリテ

ィゴルフに参加。折原さん井上さんお世話になりました。

雨の中のプレーでした。 

細井会員： 痛風になって 10 日ぐらいたちました。やっと

らくになりました。  

折原（弥）会員：真中会員 

スマイル本日投入額 ２２，０００円 

スマイル累計額 ４１３，１２０円 

スマイル目標額 ****** 

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽ 

 

4/15「地区研修・協議会 3 年ぶりの対面開催。会場は人が溢れています」杉戸 RC の Facebook 投稿から 

 

杉戸 RC 創立 50 周年記念例会の開催について 

令和 4 年 5 月 28 日（土）和泉屋 18:00 点鐘 登録料：会員 5,000 円、奥様 3,000 円 

 50 周年式典の再々延期と中止に伴うキャンセル料免除の対応に感謝し、パレスホテル大宮の仕出しをお願

いすることに致しました。ご了承くださいますようお願申し上げます。出欠は 5 月の例会案内にて承ります。 


