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第2811回例会 2020年 12月 8日

2020－21年度 国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

今日は私のゴルフ歴について話をしたいと
思います。
38歳の頃大学の友人がゴルフをやろうと誘

うので、友人と越生ゴルフクラブでやるよう
になり、そのうち仲間が出来て一緒に回るよ

うになりました。ハンディを取って月例に出るようになり
ました。ハンディは最初24でBクラスで16以下です。優
勝も2回ぐらいしたのですがハンディが上がるとだめで下
がるとスコアが良く賞に入ったりしてました。
平成21年11月15日越生でホールインワンを出しました。

インコース11番池越えのパー3で155ヤード11番ウッド。
自分は目が良くないので見えなかったのですがキャディー
さんがボールがグリーンで転がって見えなくなったとい
うので、外に出たと思い歩いて行ってカップを覗くとボー
ルが入っていました。皆で喜び、キャディーさんにお祝
いをあげ、保険に入っていたのでお祝いの記念ボール
とクオカードを作り知り合いに配りました。又、ロータリー
のゴルフ同好会の皆さんにもお祝いをして頂きありがた
かったです。もうそれから11年ぐらいたちますが、ホー
ルインワンはありません。今はもっと目が悪くなってしま
いゴルフをやっとの感じがします。たまにドライバーでい
いショットをしたり、ある程度の距離の所からグリーンに
乗せると気持ちが良いので、できる限り健康のためにも
続けたいと思います。皆さんに、ご迷惑をお掛けするか
もしれませんが、宜しくお願いいたします。

創立 昭和 37年 1月 19日 承認 昭和 37年 2月 5日

会長の時間 見沢 孝一 会長

すが500円硬貨をご持参ください。
＊1/12(火)新年会を通常例会へと変更いたし
ます。また当日は例会後に1月理事会の予定
です。
＊1/19(火)11時～所沢商工会議所にてクラブ

協議会です。
＊1/26(火)通常例会ですが、陶芸教室を予定しています。
会場等においては改めてご案内いたします。
＊12/16(日)第19回こども「とうきち」将棋大会は、コロナ
ウイルスを考慮し中止となりました。
＊1月開催予定でしたフレンドリー杯サッカー大会もコロ
ナウイルスを考慮し中止といたしました。
＊新型コロナウイルス感染拡大に伴い、会場変更等の
案が出ておりますが、感染拡大防止策を取りながら来
年も頑張っていきたいと思っておりますので、引き続き
ご協力をお願いいたします。

委員会報告
クラブ管理運営委員会 淺海 剛次 委員長
「例会案内」
今後の例会の予定をお知らせします。

12/18(火)の卓話は、一般社団法人さい
たまスポーツコミッション・会長 池田 純

様をお招きいたします。演題は、新生さいたまブロン
コスについてとなります。12/15(火)クリスマス例会で、
西武所沢9階にて会員のみで大抽選会をいたします。
賞品は、酒巻さんが選りすぐり品を用意してください
ましたので楽しんで頂ければと思います。なお、クリ
スマス例会が今年の最終例会となります。新年初め
の例会は1/12(火)通常例会形式での開催となります。

会長 見沢 孝一 / 幹事 梅沢 好文 / クラブ会報委員長 日向 貴一
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【第2811回例会】本日のスケジュール
12/8 (火) 卓話： 池田 純 様
( 一般社団法人 さいたまスポーツコミッション会長 )
演題：「新生さいたまブロンコスについて」

場所：所沢商工会議所会議室 1・2

12/15 (火) 移動例会 クリスマス例会
場所：西武所沢S.C.

12/22 (火) 休会（ 定款の規定により ）

12/29 (火) 休会（ 定款の規定により ）

1/5 (火) 休会（ 定款の規定により ）

1/12 (火) 卓話：とよ福 様( 和風パフォーマー )
場所：所沢商工会議所 会議室 1・2

幹事報告 梅沢 好文 幹事

＊今月のロータリーレートは1ドル104円です。
＊12/8(火)11時～所沢商工会議所にて卓話例会です。
＊12/15(火)18時点鍾、西武所沢SCにてクリスマス例会を
開催いたします。会員のみを対象とし、会費は無料で

今週のヒトコマ

例会 総数 出席 欠席 MC ％
2810回 60名 56名 4名 - 96.55
2809回 60名 36名 24名 0名 100

出席報告
荻野 巳喜雄 出席向上委員長



新藤隆一次年度・会計
（倉片会長エレクトより新藤さんの近況報告）
脊髄狭窄症を患っていて足が遠のいているようですので、

出席するきっかけとしてお願いいたしました。
市川雅巳次年度・SAA
SAAとは武装した護衛官という意味だそうで

すが、一人一人の事を考えながら楽しい例会
を運営できるように自分自身も楽しみながら色々
と考えていきたいと思っておりますので、宜し

くお願いいたします。
淺海剛次次年度・副幹事
10年目の年に幹事を務めることになりますが、

三上さんとは中学校の先輩後輩になりますの
で、覚悟をもってしっかり支えていきたいと思
います。どうぞ宜しくお願いいたします。
日向貴一次年度・クラブ管理運営委員長
楽しさの中にも有意義な活動になるように務

めていきたいと思っておりますので、何卒宜し
くお願いいたします。

本橋敬明次年度・職業奉仕委員長
入会4年目にして初理事を仰せつかりました。

まだまだ分からない事ばかりですが、「ロー
タリーは頼まれ事が試され事」という言葉が
あるように、一生懸命務めさせていただきたい

と思っておりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
橋本幹男次年度・社会奉仕委員長
亀鶴園さんへの慰問、ロータリーの森清掃

に加え、ロータリーガーデン関連の事が出て
くるのかもしれませんが、その際は皆様のご
協力をお願いします。

北田功次年度・青少年奉仕委員長
青少年の育成に頑張っていきたいと思って

おりますので、宜しくお願いいたします。
木村良孝次年度・国際奉仕委員長
→欠席のため次回

倉片会長エレクトより
最後に、60周年記念事業の実行委員長を内田勉さん、

副委員長に市川雅巳さんと高橋興基さんにお願いしたい
と思っておりますので宜しくお願いいたします。

年次総会
梅沢好文幹事
会計の中間報告について
定款細則により提示が必要とのことですが、

12月1日とタイトなスケジュールのため11月26
日現在でまとめます。本日配布の試算表にて
ご確認頂けます。親睦費と食事費はコロナ禍で余っており
ますが、例会会場を変更したことに伴う会場費等が支出に
追加されています。今後のコロナの状況により、皆様にご
協力とご理解いただきたいことも出てくると思いますが、
適切に開催できるよう努力をしてまいりたいと思います。1
つ気になる事として、ニコニコの目標金額60万円に対し、
現在約26万円です。例会の回数も少なく、また今後の開
催に変更が発生する事も考慮し、スマイルボックスへの協
力をお願いできればと思います。

倉片順司会長エレクト
次年度の役員理事の発表をいたします。
◆次年度・会長エレクト：三上誠さん
◆次年度・副会長：池田安弘さん
◆次年度・幹事：見澤英一さん

◆次年度・副幹事：浅海剛次さん
◆次年度・会計：新藤隆一さん
◆次年度・SAA：市川雅巳さん
◆次年度・クラブ管理運営：日向貴一さん
◆次年度・職業奉仕：本橋敬明さん
◆次年度・社会奉仕：橋本幹男さん
◆次年度・国際奉仕：木村良孝さん
◆次年度・青少年奉仕：北田功さん
高橋年度と見沢年度がコロナ禍の中で過ぎていますが、

私の年度ではコロナ禍が解決していることを切に願ってお
ります。60周年記念事業を行うにあたり、今年度出来なかっ
た事業と合わせて盛大に行いたいと思いますので、次年
度理事役員の方及び皆様のご協力を賜りたくお願い申し
上げます。次年度の方針については、14年間のロータリー
歴を振り返りながら良い年度にしていきたいと考えておりま
す。退会者を一人も出さないようにし、新規会員も増やせ
るように頑張っていきたいと思いますので、皆様のご協力
を宜しくお願いいたします。

三上誠次年度・会長エレクト
私も皆様のご協力のもと退会者を無くし、既

存会員の方々から会員で良かったと感じていた
だけるような運営をしていきたいと思っており
ます。ロータリーで学んできた様々な事を活

かしながら、倉片さんと連携をしっかり取り、コロナ禍に打
ち勝つようなクラブ運営をしていていきたいと思っておりま
す。幹事とは密接な関係が不可欠なりますので、質実剛
健な浅海さんにお願いしましたので、皆様のご協力をお願
い申し上げます。
池田安弘次年度・副会長
まとめ役としてお話をいただき返事に迷って

いたところ、「ロータリーは“イエス”か
“はい”しかないんだよ」と後輩に言われ、
恥ずかしい先輩だと思いましたが宜しくお願いいたします。

見澤英一次年度・幹事
来年度は60周年事業がございますので、皆

様にご協力いただくことが多々ありますが、素
晴らし年度になるようにご協力の程お願いしま
す。私は黒子に徹します。
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橋本 幹男 副委員長

見沢年度 累計 ￥245,253-
深田繁さん：50年間にわたり司法書士業務に
従事しましたが、11月末で引退しました。これ
からは第3の人生を過ごしたいと思います。
鳥居由美子さん：皆様こんにちは。帰国まで

あと数日となりました。こちらはまたロックダウンが始まり、
学校もクローズです。私は外に出る時はマスクを二重にし
ています。日本もかなり感染者が多くなったとか。お互い
に気を付けましょう。では、また。
鳥居由美子さん：皆様こんにちは。23日に帰国しました。
飛行機は乗客6名。クルーの数の方が多いです。成田で
は唾液検査と書類提出をし、陰性でしたが2週間の自宅ス
テイですので12月8日に皆様にお会いしたいと思います。
佐藤薫さん：所用にて、早退します。
阿部武志さん


