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第2821回例会 2021年 4月 20日

2020－21年度 国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

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

創立 昭和 37年 1月 19日 承認 昭和 37年 2月 5日

【第2821回例会】本日のスケジュール
4/20 (火) 卓話：イニシエーションスピーチ

場所：所沢商工会議所会議室 1・2

4/27 (火) ガバナー訪問
卓話：相原 茂吉 様 ( 川越RC )

( 国際ロータリー第2570地区 ガバナー )
場所：所沢商工会議所 会議室 1・2

5/4 (火) 休会（ 定款の規定により ）

5/11 (火) 移動例会
卓話：未定

場所：ベルヴィ ザ・グラン

＊新入会員のご紹介です。
・大和証券株式会社 所沢支店
中村 有佑 (なかむら ゆうすけ) 支店長

・SMBC日興証券株式会社 所沢支店
鈴木 崇文 (すずき たかふみ) 支店長

＊例会再開は、本日4月20日(火)からとします。
＊ガバナー月信1.2.3月合併号・ロータリーの友4月号は
4月20日に配布します。
＊所沢RC日程(予定)
・4月 6日(火) 11時30分 4月分 理事・役員会
・4月20日(火) <通常例会 会員卓話>
点鐘11:00 例会場所沢商工会議所。

・4月21日(水) 久邇カントリークラブ 第二回ゴルフ大会
・4月27日(火) <卓話ガバナー訪問>
点鐘 11:00 例会場 所沢商工会議所
終了後(12:00～) 5月分理事会・役員会

・5月11日(火) <通常例会 会員卓話>
点鐘 11:00 例会場 ベルヴィ ザ・グラン

・5月18日(火) <通常例会 会員卓話>
点鐘 11:00 例会場 所沢商工会議所

・5月25日(火) <通常例会 会員卓話>
点鐘 11:00 例会場 所沢商工会議所
終了後(12:00～) 6月分理事会・評議員会

・6月 1日(火) <通常例会クラブ協議会>
点鐘 11:00 例会場 所沢商工会議所

・6月15日(火) ホタル観賞会(野外軽食用意)
18:30~ 所沢第五文化幼稚園

・6月22日 (火) 最終例会 新旧引継ぎ会
17:00~ ベルヴィ ザ・グラン
※終了後 ベルヴィ内軽食用意

※ 原則、対面及びZOOM併用で実施。
飲食は無。お弁当持ち帰り。

幹事報告 梅沢 好文 幹事

1月
☆会員誕生記念祝福
中井 眞一郎さん 鳥居 由美子さん 矢部 瑛美子さん
菅原 輝幸さん
☆御夫人・御主人誕生記念祝福
増田 敬子さん 井口 元美さん 荻野 朋子さん
有坂 洋子さん 鈴木 瞳さん
☆結婚記念祝福
新井 重雄さん 鳥居 由美子さん 日髙 勉さん

2月
☆会員誕生記念祝福
深田 繁さん 見沢 孝一さん 梅沢 好文さん
二上 昌弘さん 安達 裕之さん
☆御夫人・御主人誕生記念祝福
新井 利江さん 中井 美紀さん 中 京子さん
新藤 京子さん 井関 知佳さん
☆結婚記念祝福
増田 武英さん 井関 克行さん

3月
☆会員誕生記念祝福
三上 誠さん 荻野 巳喜雄さん
☆御夫人・御主人誕生記念祝福
深田 増恵さん 佐藤 幸子さん 鳥居 伸雄さん
北田 登美子さん 菅原 梨香さん 加藤 春華さん
☆結婚記念祝福
鎌田 忠洋さん

4月
☆会員誕生記念祝福
淺海 剛次さん 道口 泰己さん 有坂 和亮さん
☆御夫人・御主人誕生記念祝福
當眞 昭子さん 細野 玲子さん 見澤 登美代さん
安達 千裕さん 鎌田 生子さん 岩井 敏子さん
中村 千春さん
☆結婚記念祝福
梅沢 定彦さん 中井 眞一郎さん 本橋 嘉雄さん
内田 勉さん 高橋 興基さん 見沢 孝一さん
中 保憲さん 三上 誠さん

見沢年度 累計 ￥437,735-
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◆ 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

皆様には、大変お世話になりました。
心より所沢ロータリークラブの発展をお
祈りいたします。
ありがとうございました。

南里照久さんからのメッセージ

令和3年3月30日（火）に4月より始まるワクチン接種
会場で使用できる、非接触型の高性能自動体温検温機
（アルコール消毒機付き）4台を所沢市に寄贈いたしま
した。昨年5月にも医療用防護服500枚を市や市内医療
機関に寄付させていただきました。
日夜治療に従事される医療従事者

の皆様に心から感謝申し上げるとと
もに、ワクチン接種が速やかに実施
されることと事故なく滞りなく接種が
進められるよう願い、1日も早く新型
コロナウィルス感染症が終息される
ことを祈念申し上げます。

自動体温検温機(4台)贈呈式

所沢市ホームページで
紹介されました。
https://www.city.tokorozawa.
saitama.jp/tokoronews/press
/r2/3/20210329kifu.html


