
第2794回例会 レポート

第2795回例会 2020年 7月 7日

2020－21年度 国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

昨年7月から始まった本年度、皆様からの

応援と励ましを受けて本日最終例会となりま
した。この一年、会長の時間を借りて会員

の皆様の自慢話、教えてもらった事、お世

話になった出来事などをお話しさせていた
だきました。最後に先輩会員から継いでいる言葉として

「ロータリーはreturn to soldier」。役が終われば一会員
として与えられた委員会を楽しんでいこうと思います。一

年間ご協力を頂き誠に有難うございました。

会長の時間 高橋 興基 会長

＊新年度から例会場も時間も通常通りに戻る
予定です。
＊5月18日に開催された市内5クラブ新旧会長
幹事会にて、市長をお招きした5クラブ合同
卓話についての話し合いがありました。

＊2570地区の職業奉仕委員会の会報誌に高橋会長と淺
海委員長の寄稿文が掲載されました。会報誌は事務局
にございますので、ご覧になってください。
＊所沢市長より防護服寄贈の御礼が来ました。市民医
療センターと保健センターにて有効に利用させていただ
くとの事です。
＊例会終了後に新旧役員の写真撮影を行いますので、
宜しくお願いいたします。

幹事報告 細野 達男 幹事

【第2795回例会】本日のスケジュール
7/7 (火) クラブ協議会

場所：野村證券例会場

7/14 (火) クラブ協議会
場所：野村證券例会場

7/21 (火) 休会（ 定款の規定により ）

7/28 (火) 例会振替
[ 7/30 (木) ５クラブ合同例会 所沢市長卓話 ]

場所：ベルヴィ ザ・グラン

会長 見沢 孝一 / 幹事 梅沢 好文 / クラブ会報委員長 日向 貴一
【例会日】毎週火曜日 12:30～13:30
【例会場】野村證券所沢支店2Ｆ

埼玉県所沢市日吉町10-21 リ・クリエＡ
TEL：04-2923-3811

【事務局】埼玉県所沢市けやき台2-17-8
サンライズけやき台102
TEL：04-2922-5920 FAX：04-2925-8908

【ＵＲＬ】http://www.toko-rc.net/
【E-mail】tokororc@maple.ocn.ne.jp

委員会報告
ロータリー財団 鳥居 由美子さん

今年度奨学生の高橋乃々花さんのパリへ
の留学は1年間延期となりました。この場合

でも奨学金はでるとの事です。8月18日の卓
話に来ますので宜しくお願いいたします。

広報雑誌委員会 道口 泰己さん

『ロータリーの友 6月号』紹介

横組み：P20…オンライン会議のススメ
縦組み：P4…子どもの自立と地域課題を解

決できる対話力とは P9…この人を訪ねて
「畑中 教一さん（所沢中央RC）」 P27…

ロータリー・アット・ワーク「伝統文化ふれあい交流会
（京都西RC）」

小山祥代委員長

高橋年度 累計 ￥822,570-
高橋 興基さん、細野 達男さん：皆様のご
協力のお陰をもって、無事最終例会となり
ました。有難うございました！最後までしっか
り努めます。

日向 貴一さん：次年度も会員増強に励んでいきたいと
思います。皆様、本年度は大変お世話になりました。
二上 昌弘さん：プログラム委員長として、皆様には大
変お世話になりまして有難うございました。この経験を
活かして、来年を頑張ります。一年間、本当に有難う
ございました。
木村 良孝さん：出席向上委員長として、一年間大変お
世話になりました。有難うございました。
小山 祥代さん：1年間有難うございました。皆様のご協
力のお陰でスマイルボックスの目標額を達成する事がで
きました。大きなスマイルの輪が、次年度もっと大きな
輪になる事を祈念いたします。

7月

☆会員誕生記念祝福
木下 宏さん 大野木 喜行さん 佐藤 薫さん
石井 正太郎さん 日向 貴一さん 市川 雅巳さん
見澤 英一さん 南里 照久さん 鎌田 忠洋さん
☆御夫人・御主人誕生記念祝福
倉片 眞弓さん 立花 麻由さん 日髙 しづ江さん
☆結婚記念祝福
相川 賢治さん 阿部 武志さん 五十嵐 俊昭さん
倉片 順司さん 立花 利晃さん

例会 総数 出席 欠席 MC ％
2794回 59名 41名 18名 － 80.93
2793回 59名 43名 16名 0名 79.63

出席報告 木村 良孝 出席向上委員長

創立 昭和 37年 1月 19日 承認 昭和 37年 2月 5日



◆副会長：市川 雅巳さん
奉仕プロジェクト委員会の「職業奉仕委員会」

「社会奉仕委員会」「国際奉仕委員会」
「青少年奉仕委員会」を担当しておりました。

各委員長さんより1年間の報告と挨拶となります。

◆職業奉仕：淺海 剛次 さん
企業見学では申し訳ない思いをさせてしまっ

たことが大きな反省点と、次年度は無いよう
に引き継ぎたいと思います。思えば下見から

大変でして、企画の練り直しや予定変更も勉強になりま
した。1年間、貴重な経験をさせていただき有難うござ

いました。なお、次年度の企業見学は、KADOKAWA

を予定しているとのことです。
◆社会奉仕：荻野 巳喜雄さん

後半戦に大きな行事が控えている委員会のた
め、今年度はコロナウイルスの影響で5月のロー

タリーの森の清掃活動、6月の老人ホームへ

のホタル鑑賞慰問会が中止となり、例年のような活動
はできませんでした。しかし、最後に高橋会長と所沢

医師会を通して防護服500着を寄付する事ができました
ので本当に良かったと思います。皆様のご協力のお陰

です。有難うございました。
所沢市まちづくり観光協会が、7月1日から1か月間、

医療従事者に感謝の意を込めて航空公園駅の駅前にあ

るYS11機をブルーにライトアップしますので、お時間の
ある方はお立ちよりください。なお、設置は橋本幹男さ

んにご協力いただきます。
◆国際奉仕：代行 内田 勉さん

皆様に様々な寄付をお願いしてお受けいただ
くのが主な活動となります。今年度は、倉片

委員長のご尽力により無事に終えることが出来ました事

をご報告いたします。
◆青少年奉仕：五十嵐 俊昭さん

12月8日に主幹として開催した「とうきち将棋
大会」は、毎年インフルエンザに悩まされて

いた事を最重要課題として取り組み、無事に終える事が
できたのが何よりも良かったと思います。コロナウイル

クラブ協議会

見沢 孝一会長エレクト
・プログラム委員会は、当面の間、外部から

講師をお招きせず会員の中から講師をお願い

する予定です。
・クラブ会報は活動報告書を兼ねた内容の掲載をお願

いします。
・親睦委員会は、8月に納涼大会、11月に親睦旅行と

ゴルフ、12月にクリスマス例会、3月か4月に花見、4月
にゴルフを予定しています。

・SAAは、ビジターやお客様への気配りをお願いします。

座席は教室型といたします。
・出席向上は、コロナの関係もあり自由といたします。

・スマイルは、高橋年度から10万円下げた金額を目標
といたします。

・広報雑誌は、ロータリーの友の紹介をお願いします。
・エンジョイヘルスは、月1回はラジオ体操などの実施

を目指します。

・会長エレクト部門では、特に会員増強に力を入れた
いと考えております。3年未満の会員にはオリエンテーショ

ンとイニシエーションスピーチをロータリー情報委員に
お願いします。

・奉仕プロジェクト部門では、職業奉仕には企業見学
でKADOKAWAに訪問をお願いします。社会奉仕は文化

幼稚園さんのご協力をいただきながらホタル鑑賞会を

お願いします。国際奉仕は寄付をお願いできるよう努め
ていただきたいと思います。青少年奉仕は、とうきち将

棋大会のサポートをお願いします。
・7月30日に市内5クラブ合同例会として市長卓話があり

ます。担当は新所沢RCですが、ご協力をお願いします。
・10月6日にガバナー補佐訪問、10月13日に所沢中央R

C担当でガバナー公式訪問があります。

・高橋年度同様クールビズの予定です。

編集・印刷： 株式会社システムネットワーク Tel： 04 - 2929 - 3711 ht tp://ww w .snw .co.jp/

◆ 市内RC の開催日一覧
クラブ 新所沢 所沢西 所沢東 所沢中央
例会日 火 [夜間] 火 木 月 [夜間 ]
例会場 ベルヴィ ザ・グラン ベルヴィ ザ・グラン ベルヴィ ザ・グラン ベルヴィ ザ・グラン

スの影響も受けずに済んだのも日程を早めた事が功を
奏したと思います。この事例を、次年度以降も引き継い

でいただきたいと願い年度末の挨拶とさせていただきま

す。皆さん、ご協力有難うございました。

今週のヒトコマ

見沢年度委員会方針発表


