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第2826回例会 2021年 6月 1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

(1) 最終理事会・役員会 5月25日(火)11時30分~
(2) 再開は、6月 1日(火)からとする。(それまでは対面
での例会中止)

【第2826回例会】本日のスケジュール
6/1 (火) クラブ協議会

Zoom例会
6/8 (火) 移動例会 ホタル観賞会

場所：所沢第五文化幼稚園自然観察園
6/15 (火) 休会（ 定款の規定により ）
6/22 (火) 移動例会 最終夜間例会 新旧引継ぎ会

場所：ベルヴィザ・グラン
6/29 (火) 休会（ 定款の規定により ）

早いもので、会長の任も残すところ後１か月となり
ました。新型コロナ感染拡大下の厳しい状況ですの
で、皆様の健康を第一に考え、理事役員の皆様と協
議した結果、５月の例会中止。６月第一例会のzoom
例会にするという対応をとらせていただきます。この１
年、就任当初の懸念通り、コロナに始まりコロナに終
わった1年でした。メール登録やzoom、YouTube配信
など所沢ロータリーならではの取り組みも行いました。
予防接種などの会員への健康配慮も所沢ロータリー
ならではでした。ワクチン会場に体温測定器の所沢
市への寄贈など社会的貢献も実現できました。中止
が予測されても理事役員の皆様や各委員長の皆様は、
最後まで実施の可能性を模索いただき、各計画や活
動を展開してくださいました。所沢ロータリークラブ
会員の皆様の素晴らしさを本当に実感させられる1年
でもありました。会員の皆様の暖かいご支援を賜りま
した事、心より感謝いたします。本当にご苦労様でし
た。そして、今こそ、皆様にお会いしたいと切に感じ
ます。
今年度は、アートの所沢ロータリーを提唱しました。

活動はあまり出来ませんでしたが、アートは、会員
の皆様自身であり、皆様のハートは正にアートであり、
私自身は、アートに出会えた１年でした。

皆様のご尽力いただきました事は、未来のロータ
リー発展の基礎になると確信しておす。残すところ１か
月ですが、全力で頑張ります。引き続きご指導とご
支援の程よろしくお願いします。

会長の時間 見沢 孝一 会長

幹事報告 梅沢 好文 幹事

(3) 所沢RC例会日程
① 6月 1日(火) 理事・役員によるZoom例会。

点鐘：11:00
例会終了後、12:10より理事会

② 6月8日(火) ホタル観賞会
※ ホタル発生が速いため15日から振替。

点鐘：18時40分 場所：所沢第五文化幼稚園ホール
・参加対象 ⇒ 参加希望家族 別紙案内
・例会点鐘、会長挨拶、幹事報告、閉会点鐘

18時50分～30分間 ホタルについての説明
19時20分 自然観察園移動⇒ホタル観賞。
19時50分 解散 飲食持ち帰り。

③ 6月22日 (火) 最終例会 新旧引継ぎ会 ※弁当配布
点鐘：17時00分 場所：ベルヴィ ザ・グラン

17時00分 新旧役員・理事集合 記念写真撮影
17時30分 開会点鐘 会長挨拶・幹事報告・委員会

報告
17時50分 新旧打ち合わせ会
18時30分 終了 閉会点鐘

※ 原則、対面及びzoom併用で実施。飲食は無。
(4) 2570地区関係
・会員増強セミナー 6月12日(土)13:00 ~
登録：12:30 ~
場所：ガーデンホテル紫雲閣 東松山
・第2570地区米山記念奨学学友会総会及び2021学
年度新規奨学生歓迎会
6月 13日(日) 受付：16:30~
総会：17:00~ 歓迎会：18:00~19:00
場所：アルカーサル迎賓館川越 会費1名3,000円
(5) 次年度繰越金について
今年度同様一人約4万円程度を次年度に繰り越せる
見込み。どうするか？
(6) 所沢ロータリークラブチャンネル YouTube配信内
容募集
5月20日(木)まで募集しています。テーマは「今、伝
えたいこと。」又は「へー、そうなんだ」。
配信用動画ファイルや画像等はギガファイル便でお送
りください。アップロード情報は下記のメールにご連
絡ください。
※ 幹事メールアドレス main@toko-bunka.ed.jp

〇『ダイビング 多様な海の様子』
YouTube: https://youtu.be/3q--oG31Aao

〇『新緑の様子』
YouTube: https://youtu.be/ThIe_V7nIVE

動画配信のお知らせ



順位
優勝
三上 誠さん
準優勝
北田 功さん
３位
武藤 力夫さん おめでとうございます！
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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

4月21日（水）に、久邇カントリークラブに於いて、見沢年度 第二回ゴルフ大会が開催されました。

見沢年度第二回ゴルフ大会

5月

☆会員誕生記念祝福
池田 安弘さん 鈴木 崇文さん
☆御夫人・御主人誕生記念祝福

大舘 千恵子さん 山根 あゆ子さん 木村 恵美子さん

小山 雅也さん 酒巻 美智子さん
☆結婚記念祝福

二上 昌弘さん 酒巻 満さん

6月

☆会員誕生記念祝福
高橋 興基さん 岩下 悦郎さん 井花 佳彦さん
☆御夫人・御主人誕生記念祝福
岩下 淳子さん 日向 真弓さん 平岩 郁子さん

☆結婚記念祝福
細野 達男さん

見沢年度 累計 ￥497,235-
立花利晃さん：不定期異動で新潟支店に行きます。
コロナ禍で皆様にご挨拶できずさることがとても寂しいで
すが新潟でもロータリークラブに入会しますので、ご縁あ
つながればと思っています。一番の思い出はクリスマス
会でミッキーと抱き合えたことです。子供たちにパパ凄い
ねととても褒められました（笑）
本当にありがとうございました。
またいつかお会いできる日を楽しみにしています。
お元気で！

柳原千衣子さん：この度所沢市薬剤師会は、5月から始ま
るコロナワクチン集団接種に於いてサポートすることになり
ました。ファイザー社のワクチンは効果が抜群ですが、と
てもデリケートな性質のワクチンですので、ワクチンの管
理体制において、万全のサポートをさせていただきます。
所沢市民に安全、安心のワクチンを提供できますよう、薬
剤師として職務を遂行させていただきます。
荻野巳喜雄さん：母の葬儀に際しまして、御供花、御
芳志を賜り、厚く御礼申し上げます。
大舘則夫さん：オーブンで焼ける陶土を送っていただき
ましたので合間をみて"太陽の塔"の小さなレプリカを作っ
てみました。クラブからごほうびとして素晴らしい陶芸制作
キット一式をいただきました。ありがとうございました。


