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第2798回例会 2020年 8月 4日

2020－21年度 国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

皆さんこんにちは。今日は私がRCに入っ
た経緯を話したいと思います。私の父と梅沢
PGが大変仲良くさせて頂き、子供の頃も一
緒に文化幼稚園に連れて行ってもらった思
い出があります。そんな関係があり、又、元

会員の山口設備の粕谷さんが仕事の関係で推薦者になっ
ていただきました。当時４１歳で入会させていただき会
長が新藤さんのお父さん新藤武三さんでした。会員も８
０名ぐらいで、１週間前に池田さんが入られました。当時
は若手も多く新入歓迎会も派手に祝って頂きました。例
会会場が決まってなく西武ワルツの映画館で冬なのに
暖房のない所でやったりと大変でしたが、今では良い思
い出です。まさか自分が会長をやるとは思いませんでし
たが、今度はコロナウイルスの影響で会場をどうするか
等、まだ始まったばかりなのに何があるか、わかりませ
んがご協力宜しくお願いいたします。

会長の時間 見沢 孝一 会長

奨学会前期寄付金2,000円です。
＊2022年度規定審議委員会制定案の締切が12/31です。
規定改定案がある方は地区事務局までお願いします。
＊10/3(土)、第19回ロータリー囲碁大会が東京・市ヶ谷
の日本棋院本院1階対局室にて開催されます。参加締
め切りは9/23(水)です。
＊前期の会費の納入をお願いいたします。

【第2798回例会】本日のスケジュール
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

8/11 (火) 休会（ 定款の規定により ）

8/18 (火)卓話：高橋 乃々花 さん
( 地区補助金奨学生 )

演題：「自己紹介及び日本語教育について」
場所：所沢商工会議所会議室

8/25 (火) 移動例会 納涼大会
場所：BBQ SKY TERRACE西武所沢S.C.

委員会報告
親睦活動委員会 日髙 勉 副委員長

納涼大会のご案内です。8/25(火)18時30分
点鐘、西武所沢の屋上でBBQとなります。
詳細及び申込書を配布させていただきまし
た。換気十分、密にも十分配慮して開催い

たしますので、会員及びご家族の皆様、見沢年度最初
の親睦行事に奮ってご参加の程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』7月号の紹介
横組み：P7…RI会長メッセージ P25…ガバ
ナーの横顔「相原茂吉G(川越RC)」 P29…
ガバナーの横顔「中里公造G(川口モーニン
グRC)」 P50…「ワンチーム」結束の力 縦組み：P4
…夢持ち続け 日々精進「(株)A and Live 代表取締役 髙
田 明さん」

ホームページ担当 五十嵐 俊昭さん
本日のZOOMのテスト配信は文化幼稚園

さんIDをお借りして行っております。今後は
ご登録いただいたメールアドレス宛に事務局
から例会のURLが書かれたメールをお送りし

ますのでそちらからご覧ください。事務局から届いたメー
ルをスマホに転送してスマホで開いていただければスマ
ホからでもご覧いただけます。通信が発生しますのでデー
タ通信の容量制限等スマホのご契約内容のご確認をお
薦めいたします。また、Wi-Fi環境下は問題ありません。
一度退室してしまった場合でも、事務局からのメールに
あるURLをクリックしていただければ何度でも入室可能
です。
Q：カメラ付きでないとダメですか？
A：例会の閲覧であればカメラ無しで大丈夫です。例
会場からの一方向な配信の為、閲覧者の映像や音が
聞こえないようになっております。
最後に、何かあれば遠慮なくお問い合わせください。

創立 昭和 37年 1月 19日 承認 昭和 37年 2月 5日

幹事報告 梅沢 好文 幹事

＊7/30(金)市内5クラブ合同例会で、バスをご
利用の方はご案内をご参照ください。
＊8月の理事役員会は、8/3(月)18時～ZOOM
で行います。
＊8/4(火)～12月迄、例会場と時間を変更いた
します。会場は所沢市商工会議所会議室、11時開会12
時閉会で、お弁当は持ち帰りとします。野村證券さんに
ご迷惑をお掛けしない為ご理解とご協力をお願いします。
＊ZOOMのご登録にご協力いただき有難うございました。
まだの方は、お早めにご登録をお願いいたします。
＊近隣他クラブより例会変更のお知らせが来ております。
MCされる方は事務局までお問い合わせください。
＊7/17(金)18時～第3グループの会長幹事会がニックスで
開催されます。
＊2570地区の賦課金前期分は一人14,100円、米山記念

会長 見沢 孝一 / 幹事 梅沢 好文 / 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

例会 総数 出席 欠席 MC ％
2796回 58名 53名 5名 － 94.65
2795回 58名 52名 6名 0名 92.86

出席報告 出席向上委員会 内田 勉 さん



●会長エレクト：倉片順司さん
見沢年度が益々の発展を送るために4つの委

員会の活動が最も重要と思われます。各委員長
も副委員長も経験豊富な方々にお願いし、必ず

成果があげられるという信念を持った上で、会長エレクト
として取り組んでまいります。会員の皆様のご協力を是非
よろしくお願いいたします。
●職業分類委員会：深田繁委員長
一人一業種による職業分類の制度が改正され、

同一職業の分類をクラブの会員数により50人以
下のクラブは5名、それ以上のクラブは10％以内の職業の
会員が認められるようになりました。今後の社会環境の変
化により職業分類を検討していきたく思います。
●会員選考・維持強化委員会：

大野木喜行さん
クラブの維持発展には維持・増強が最も必要

です。適正に新入会員の選考を行いたいと思います。
●会員増強・公共イメージ委員会：
日向貴一委員長
老・壮・青のバランスが良い当クラブの特徴

を保ちながら、特に少ないジャンルの増強を目
指していきたいと思っています。公共イメージにおいては、
ロータリー文庫の勉強をしてお伝えできる情報があれば
積極的に発信していきたいと思います。皆様からの入会候
補者の情報をお寄せいただきたいと思いますので、宜しく
お願いいたします。
●ロータリー情報委員会：村山宜章さん

今月のロータリーの友の真ん中に連載コミッ
クがありますので、新しい会員の方は特にお読
みいただきたいと思います。このように、主に新
しい会員の方に情報提供やロータリーに馴染んで頂くよう
にお手伝いしていければと思っております。
〇奉仕プロジェクト委員会：中保憲委員長

ロータリーの要となる活動を行う部門ですの
で、素晴らしい方々に就いていただき何も心配
はございません。宜しくお願いいたします。

〇職業奉仕委員会：三上誠委員長
大きなイベントである企業見学は、KADOKA

WAを候補とし4月頃の実施予定としております。
コロナの影響で例年と異なる日程ですが、ご家

族が楽しめるようにしたいと思っております。
〇社会奉仕委員会：二上昌弘委員長

奉仕活動を行うことにより、ロータリークラブ
の認知度を高めると共に、地域社会の向上に貢
献します。老人ホームでホタル観賞会を開催する事、ロー
タリーの森の清掃活動で対象物を間違わずに清掃を行うこ
とを引き継ぎました。推進する事業への積極的に参加を呼
びかける事、コロナ禍の中での寄付行為等があればお手
伝いさせていただきたいと思います。
〇国際奉仕委員会：市川雅巳委員長
国際理解・親善・平和を推進する委員会で、

ロータリー財団と米山奨学会へ協力するのが仕
事です。別件で、国際友好委員として東京オリンピックの
聖火ランナーとして“所沢市で国際について一番考えてい
るのは見澤英一氏である”と推薦し見事に決定したのは
嬉しく思いますが中止となり残念な思いでいっぱいです。
〇ロータリー財団担当：鳥居由美子さん
高橋乃々花さんはフランスへ、及川陽菜さんはニューヨー

クラブ協議会 クへジャズの勉強のため地区補助金で留学予定
でしたがコロナ禍で来年度に延期となりました。
岩瀬ふうかさんは、グローバル補助金でノルウェー
のオスロ大学へ今年留学します。今年度のグロー

バル補助金は感染について研究をなさっている男性に決
まりました。希望をもって未来に羽ばたいていく若者への
支援をご協力宜しくお願いいたします。
〇世界社会奉仕担当：大野木喜行さん

今年も例年通り年末年始にかけての活動とな
ります。皆さん、どうぞ宜しくお願いいたします。

〇青少年奉仕委員会：木村良孝委員長
コロナ禍なので実施未確定ですが、とうきち

将棋大会、フレンドリーサッカー大会、わんぱ

く相撲大会が主な事業で、未来を担う青少年の

皆さんが楽しく過ごせるようお手伝いできればと思います。
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矢部 瑛美子 委員長

見沢年度 累計 ￥62,200-
見沢孝一さん：2日目のクラブ協議会、宜しくお

願いいたします。
梅沢定彦さん：当園自然観察園で飼育した、

国蝶オオムラサキの放蝶の様子が各放送局(NHK)を含め
多数の放送関係により記事になり、またテレビで放送され

ました。21世紀の自然を考えての当園(文化幼稚園)の目標
です。
木下宏さん：昨日86才の誕生日を迎えました。これも会
員皆様のお励ましに感謝いたします。これからも一日一日

を大切にいくつもりです。前回に続き早退いたします。

今週のヒトコマ

所沢市の経済復興支援プロジェクト
倉片順司さん

新型コロナウイルス感染症による所沢市の経

済復興を目的とした寄付金を募る「トコろん復興

支援プロジェクト」を開始いたしました。

弊社ルートでTDRの人形も手掛けている吉徳人形さんに

作っていただいた「トコろん」を通常用と寄付用の2種類

をご用意しました。寄付用は通常用に200円をプラスしただ

けで1体につき500円の寄付ができ、更に「がんばろう！所

沢」と書かれたミニのぼり旗をプレゼントしています。飲

食店を中心にご協力いただいておりますが、トコろんが街

中にあふれるよう拡大されることを願いご協力を

いただけると幸いです。追加のご用命は倉片ま

でお願いします。なお、本日はご購入いただい

た分のおつりはニコニコに寄付いたします。


