2020−21年度 国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

第2796回例会 2020年 7月 14日
創立 昭和 37年 1月 19日

承認 昭和 37年 2月 5日

【第2796回例会】本日のスケジュール
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
8/4 (火)卓話：中井 眞一郎 さん
演題：「オンライン例会について」
場所：所沢商工会議所 会議室

第 2795回 例 会
会 長の時 間

レポート
見沢 孝一 会長

皆さん、こんにちは。本年度もコロナウイ
ルスで大変な時期ですが、自分なりに頑張っ
てやっていきたいと思いますので、皆様方の
ご協力宜しくお願いいたします。
理事会にて前期の会費は4万円減額し8万
円に決定しましたのでご報告いたします。

幹 事報告

梅沢 好文 幹事

＊7月のロータリーレートは1ドル107円です。
＊7/30(木)、市内5クラブ合同例会は飲食は無く、
前半は各クラブ会長幹事の挨拶、後半は市長
卓話となっております。参加締切は本日です
ので宜しくお願いいたします。
＊前年度の繰越金がございますので、今年度前期の会費
を8万円に減額と理事会にて決定いたしました。
＊7/3(金)、市内5クラブ会長幹事で市長表敬訪問をしました。
＊7/12(日)、米山奨学委員会セミナーに北田さんと私で参
加いたします。
＊7/18(土)、社会奉仕セミナーには二上さんが参加いたしま
す。
＊ZOOM(ズーム)例会の開催にあたり、メールアドレスの登
録が必要となります。事務局までご連絡お願いします。
＊残念ですが、会員の相川賢治さんが6/30をもって退会と
なりました。

委 員会報 告
親睦活動委員会 安達 裕之 委員長
見沢年度最初の親睦行事として、8/25(火)
に納涼大会を予定しております。場所は昨
年同様、所沢西武の屋上でBBQとなります。
コロナの勢い収まらない状況の中ですが、
実施を前提に詳細をご案内させていただきますのでご
協力の程宜しくお願いいたします。
会長

見沢 孝一
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幹事

梅沢 好文

矢部 瑛美子 委員長

見沢年度 累計

￥41,000-

見沢 孝一さん・梅沢 好文さん：今年度スター
トしますが1年間宜しくお願いいたします。
中 保憲さん：皆さん、お変わりありませんか。
本日より見沢年度のスタートです。高橋年度
同様会員の皆さんのご指導、ご支援、ご協力を宜しくお
願いいたします。
見澤 英一さん：本年度副幹事を仰せつかりました見澤英
一です。1年間宜しくお願いします。
道口 泰己さん：新年度スタート、とりあえずニコニコしま
す。
新井 重雄さん：この度、7月1日より所沢航空公園駅にあ
るYS-11型機がブルーライトアップされております。これは
新型コロナウイルスの感染拡大の中、医療従事者の方々
に感謝の気持ちを表すものです。ライトアップ実現にあた
り、航空公園関係者、そして当クラブの橋本電工の橋本
幹男社長様に大変にご尽力をいただきました。当所沢市ま
ちづくり観光協会としましてもこの企画に参加できました事
に感謝を申し上げるところです。この意味を込めてニコニ
コします。
池田 安弘さん：新役員様、会長並びにニコニコ委員長さ
ん、宜しくお願いします。
鳥居 由美子さん：今日は亡父の命日です。あれから、ず
いぶんと時が流れました。時折、思い出して頂けたら嬉し
く思います。きっと空の上から「わがまま娘が…」と苦笑
している事でしょう。
三上 誠さん：今年1年、職業奉仕委員長を仰せつかりまし
た。皆様宜しくお願いいたします。
淺海 剛次さん：今年度、クラブ管理運営委員長を仰せつ
かりました。1年間宜しくお願いいたします。
日向 貴一さん：会報委員長として1年間お世話になります。
皆さん、笑顔で発表をお願いいたします。
市川 雅巳さん：矢部さん。スマイル、頑張ってください。
陰ながら応援しています。
北田 功さん：見沢年度がスタートを切りました。ガンバっ
てください。
橋本 幹男さん：医療従事者応援のため、航空公園駅前Y
S-11のブルーライトアップをしています。7月いっぱいです
ので、お手隙の際には是非ご覧ください。弊社でお手伝
いさせていただきましたのでニコニコします。
木村 良孝さん：青少年奉仕委員長として、1年間宜しくお
願いいたします。
日高 勉さん：妻の誕生日に毎年、小旅行を企画しました
が、今年は運転手となり県内でもと思います。
二上 昌弘さん：本年度、社会奉仕委員会・委員長を努
めさせていただきます。1年間宜しくお願いいたします。
木下 宏さん：体調不良のため早退します。
矢部 瑛美子さん：今年、スマイルボックスをやらせていた
だきます。分からない事がたくさんありますが、勉強させ
ていただきながら頑張りますので1年間どうぞ宜しくお願い
いたします。
/

ク ラブ 会 報委 員 長

日向 貴 一

【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

クラ ブ協議会
◆ 会長：見沢 孝一さん
ホールガー・クナークRI会長は「ロータリー
は機会の扉を開く」をテーマ に、友情と人脈作
りの機会です。と述べています。相原ガバナー
は「友達を作ろう」をテーマ に価値観を共有する仲間を
一人で も二人で も増やしましょう。と述べています。今年
度は、一歩一歩前に進んで行きたいと思います。
◆ 直前会長：高橋 興基さん
理事として研修リーダーとして一生懸命努め
ます。会長幹事が新しい事にもチャレンジするよ
うで すので 、私も経験を活かせるよう支えてい
けたらと思っております。緊張している会長幹事に私が支
えられた言葉を送ります。「今日が終われば、1年終わっ
たようなもんだよ」深田パスト会長の名言です。
◆ 会長エレクト：倉片 順司さん
身が引き締まる思いで 着席しております。見
沢会長をバックアップ することによって学び、次
年度へ活かせると思っております。
◆ 副会長：中 保憲さん
本日よりスタートした見沢年度も高橋年度同様、
皆様のご指導・ご支援・ご協力を何卒宜しくお
願い申し上げます。
◆ 幹事：梅沢 好文さん
会長の方針を忠実に実現できるよう1年間頑張っ
ていきたいと思っております。今年度はZOOM
(ズーム)を活用した例会や理事会等も考えています。コロ
ナウイルスの影響により例年通りといかないことも想定され
ますが、楽しい一年にしていきたいと思っております。
◆ 会計：阿部 武志さん
適切な会計管理に尽力したいと思っております。
1年間宜しくお願いいたします。
◆ SAA：道口 泰己さん
コロナの関係で 例年とは異なる事ばかり予想
されます。会場変更に伴う備品移動やお弁当の
手配、ZOOMを使ったリモート例会の際のセッティ
ング等の様々な業務が追加され、皆様のご協力なしでは
とても厳しいですので宜しくお願いいたします。
◆ 副幹事：見澤 英一さん
会長幹事の足手纏いにならないよう1年間頑張っ
てまいりたいと思います。宜しくお願いします。
◇ クラブ管理運営委員会：淺海 剛次 委員長
優秀な方々に集まっていただきましたので 、
大船に乗ったつもりでコロナの波も乗り越えてい
けると思います。宜しくお願いいたします。

◇ クラブ会報委員会：日向 貴一 委員長
平成19年以来のクラブ会報を担当します。13
年間で変わった部分もありますが、例会の様子
がわかりやすく伝わるような会報誌にしていきた
いと思っておりますので、皆さん、笑顔でご協力の程宜し
くお願いいたします。
◇ 親睦活動委員会：安達 裕之 委員長
生活様式が変わる中、日経新聞の「コロナの
時期だからこそ、いろんなアイディアが沸き出て
くる会社」と提携したいという記事に感銘し、親
睦行事も皆さんやご家族にも楽しんでいただけるような企
画をご案内できればと思っております。
◇ 出席向上委員会：荻野 巳喜雄 委員長
今年度は2570地区からの要請及び理事会にて、
欠席の場合で も例会前に事務局へご連絡いただ
いた場合は出席とみなして発表することになりました。毎
回の出席率発表の他、年間の出席率が良い方の表彰を予
定しておりますので、ご協力いただき出席向上を目指して
いきたいと思っております。
◇ スマイルボックス：矢部 瑛美子 委員長
難しい言葉も勉強させていただきます。1年間
頑張りますので宜しくお願いいたします。
◇ 広報雑誌委員会：鳥居 由美子 委員長
ロータリーの友を熟読し、楽しい情報を皆様
にお伝えしたいと思っております。ベテラン揃い
の委員さんにもお任せしていきたいと思います。
◇ エンジョイヘルス：高橋 興基 委員長
ラジオ体操を中心にいきたいと思いますが、
皆さんの健康になることでしたら積極的に発信し
ていけたらと思っております。
◇ 親睦委員会・ゴルフ担当：武藤 力夫さん
年2回、9月と4月を予定しております。現時点
で 場所は未定で すが、詳細が決まりましたらご
案内いたしますので、宜しくお願いいたします。
◇ ホームページ担当：五十嵐 俊昭さん
無料で 利用がで きるZOOMというアプリを使
用してリモート例会をすることとなりました。事前
に「このリンク先にアクセスすると例会の様子を
見れますよ」というような内容のメールを送らせていただ
きます。パソコン、スマホ双方のアプリで利用が可能です。
まずはメールアドレスを事務局まで ご連絡ください。ご協
力をお願いいたします。

出 席報告

荻 野 巳 喜 雄 出席 向 上 委員長
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