2020−21年度 国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

第2805回例会 2020年 10月 13日
創立 昭和 37年 1月 19日

【第2805回例会】
10/13 (火) 市内4クラブ合同例会 ガバナー公式訪問
卓話：相原 茂吉 様 ( 川越RC )
( 第2570地区 ガバナー )
場所：ベルヴィ ザ・グラン
10/20 (火) 休会（ 定款の規定により ）
10/27 (火) 卓話：ソウ・ホン・ウク 様
( 米山記念奨学生 )
場所：所沢商工会議所 会議室 1・2
11/3 (火) 例会振替
[ 11/3 (火) 地区大会 ]
場所：ウェスタ川越

第 2804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。本日はお忙しい中
西澤ガバナー補佐には朝からお越しいた
だき有難うございます。又、書類のチェッ
ク・アドバイスをして頂き有難うございま
す。所沢ロータリークラブも来年には60周
年になろうとする歴史と伝統あるクラブです。メンバー
も「老、壮、青」の比較的バランスのとれたクラブ
です。本年度はコロナウィルスの影響で行事も 出来
たり出来なかったりと色々と歯がゆい思いがあります
が、皆さんで楽しく前に進んで行ければと思います。
西澤ガバナー補佐今日は宜しくお願いいたします。

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105円
です。
＊10/13(火)の市内4クラブ合同のガバナー
公式訪問は、会長・幹事・入会3年未満
会員は出席で、他の会員はZoomでの参加
となります。井花佳彦さんとガバナーで討議を予定し
ています。
＊10/27(火)は、例会終了後に11月分の理事会を開催
いたします。
＊11/3(火・祝)は、ウエスタ川越にて地区大会です。
＊11/8(日)～9(月)の親睦旅行は延期となりましたが、
通常例会もありませんのでお間違いのないようお願い
いたします。
＊11/17(火)11時30分からベルヴィ・ザ・グランにて、
音楽鑑賞の例会です。詳細は後日ご案内いたします。
＊12/1(火)は年次総会です。
会長

見沢 孝一

/

幹事

梅沢 好文

【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

承認 昭和 37年 2月 5日

＊12/15(火)クリスマス例会を中止とし、通常例会へ変
更といたします。
＊1/12(火)新年会を中止とし、通常例会へ変更といた
します。また当日は1月理事会の予定です。
＊来年1月以降の通常例会も 商工会議所会議室を会
場とし、11時点鐘、お弁当は持ち帰りの形式を継続
といたします。
＊インフルエンザ予防接種を岩下先生の病院にて、1
人2,000円で予約を受け付けています。事業参加費か
ら引き落としとなります。65歳未満の方は、10/26(月)
から開始、65歳以上の方は、10/1(木)から所沢市にて
無料となっています。ワクチン確保の都合上10/20(火)
締め切りとなりますのでご注意ください。
＊地区補助金を受け、こどもと福祉の未来館にロータ
リーガーデンを作りました。10/19(月)15時からオープ
ン セレモニーが開催されます。会長幹事にて参加い
たします。
＊2/20(土)12時45分からホテルヘリテイジ飯能にてIMの
開催予定です。皆様のご協力をお願いします。
矢部 瑛美子 委員長

見沢年度 累計

￥210,253-

見沢 孝一さん：西澤ガバナー補佐、本日
は所沢ロータリークラブにおいでいただき有
難うございます。今日は宜しくお願いいたし
ます。
梅沢 好文さん：ガバナー補佐西澤様、本日は宜しくお
願いします。
梅沢 定彦さん：ガバナー補佐西澤様、宜しく御指導く
ださい。ご苦労様です。
増田 武英さん：西澤ガバナー補佐、本日はようこそお
越しいただきました。会員一同心より歓迎いたします。
ガバナー補佐が新狭山RC会長の時に私も所沢RCの会
長を仰せつかっておりまして、第3グループでは所沢の
立場をご理解ご協力を頂きまして有難うございました。
改めて御礼申し上げます。また、本日は御指導の程宜
しくお願いいたします。
鳥居 由美子さん：娘が今月第2子を出産の予定の為、
9日に渡米します。ここのところ続けて税関でチェックさ
れているので、無事入国できることを願います。New Yo
rkからニコニコしますので、宜しくお願いします。
村山 宜章さん：西澤さん、本日はようこそ所沢ロータ
リークラブへお越しくださいました。卓話、楽しみにし
ております。宜しくお願いします。
阿部 武志さん：誕生日記念を有難うございます。
矢部 瑛美子さん：先週欠席してしまい、申し訳ござい
ませんでした。
/

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

委員 会報告
親睦活動委員会 ゴルフ担当
北田 功 さん
10月14日(水)、7時50分集合、見沢年度・
第1回ゴルフ大会を飯能グリーンカントリーク
ラブに て開催します。本日組み合わせ表を
配布いたしましたのでご覧ください。台風が心配されま
すが、頑張りましょう。
エンジョイヘルス委員会 高橋 興基 委員長
今年はインフルエンザも流行るであろうと
言われておりますので、インフルエンザ予防
接種を推奨いたします。親睦行事の中止や
繰越金等の関係もあり事業参加費より引き
落としとなります。岩下先生のご厚意により低価格が実
現しました。対象者は会員とご婦人ご主人様に限ります
が、お一人2,000円で岩下先生の病院に てインフルエン
ザ予防接種可能です。ワクチン確保の都合上、10/20(火)
締め切りです。65歳以上は所沢市で無料接種できます
ので、65歳未満の方は特にお勧めいたします。

ガバナー補佐訪問
卓話：西澤 長次 様 ( 新狭山RC )
皆さん今日は。2020～21年度、第3グルー
プガバナー補佐の西澤長次と申します。所
属は新狭山ロータリークラブです。
先ほどは関係書類の確認をさせて頂きま
した。ガバナー補佐点検資料が的確に纏め
られておりました。クラブ会計関係では出納帳を手書き
で記載し、パソコンでは月次決算も作成され、とても素
晴らしい事務局様です。また、創立〇周年事業を5年毎
に実施、クラブホームページの中では理事会議事録が
いつでも確認できとても素晴らしいクラブですが、何故
か地区役員が少ないので是非次年度の地区役員選出を
お願いいたします。
自己紹介として、生まれは比企郡の都幾川村です。
私は電気関係が大好きで小学生から鉱石ラジオに興味
を持ち、部品を購入し組み立ててラジオ放送を聞くのが
とても楽しみでした。その影響もあり現在の職業も電気
関係で、狭山市にて昭和42年に開業しました。主に公
共事業が中心とした空調設備保守点検修理と電気工事
等です。狭山市民生児童委員、狭山市社会福祉協議
会、新狭山の支部長(市社協理事兼務)、評議委員を経
験し、現在は埼玉県電気工事工業組合所沢支部支部
長を担っています。ロータリークラブに 入会は2004年11
月でロータリー歴16年目となり、クラブ内では2度の会
長他、地区では地域社会奉仕委員会委員長、MyRotary
推進委員、社会奉仕部門委員長を務めました。兼務の
年度もあり激務で、やっとゆっくりできると思った矢先に
2019-20年度に 地区・研修協議会のホストクラブが新狭
山RC当番となり実行委員長を任命されました。会場の
設定ではとても苦労をしました。会場は、様々な学校と
調整をしましたが、最終決定されたのが東邦音楽大学
でした。殆どを川越ロータリークラブ様にお願いをし、
準備を全て整えたのですが新型コロナの影響により中止
となりました。そこで、相原ガバナーのお力をいただき
冊子配布とDVDによるガバナー、各委員長の発表、会
計を済ませ私の任務もすべて終了いたしました。
編 集・印 刷： 株式会 社シス テム ネット ワーク

ガバナー公式訪問に向けて 相原 茂吉ガバナーの紹
介をします。埼玉糧穀株式会社・代表取締役社長で大
豆・雑穀、酪農用飼料、千葉県で豆腐屋「菜の花とう
ふ」、長野県で中沢牧場をされており、慶応義塾大学
商学部を出ておられます。他にも関東大豆卸商組合連
合会・会長や東日本穀物協同組合・執行部理事等の
大役を担っておられます。ロータリー入会は2005年川越
RCに所属し、クラブ会長や地区財団委員等を経て現在
に至ります。ポールハリス・ソサエティやポール・ハリ
ス・ フェロー＋８等にも表彰されている方です。
新型コロナの影響で年度初めにはガバナー補佐訪問
について、公式訪問について検討会議を何度も実施い
たしました。コロナ問題で大変ですが、ロータリーの歴
史を振り返ってみると、これが初めての“大変な時”で
はないことに気づきます。ロータリーは歴史の中で100
年前のパンデミックのみならず世界恐慌・第一次第二
次世界大戦・リーマンショック等何度もの試練を乗り越
えて来ています。2019年度のRIテーマは「ロータリーは
世界をつなぐ」であるにもかかわらず、コロナウイルス
は、世界を、そして私達を隔ててしまいました。自分自
身の健康・職業の両方にいつも以上に気持ちを向けな
ければならない時でありますが、ロータリーの友情を持っ
て心と心を繋ぐことはできます。今こそ私たちロータリア
ンは、まずは自分が感染せず、感染させず、この事態
を少しでも早く収束させるために地味な努力を怠らず、
世界の誰もが体験したことのない時代の中で刻々と変
わる状況を把握しながら柔軟に対応していくことが求め
られているように思います。情報を交換しながら一緒に
この試練を乗り越え、「機会の扉を開いて」まいりたい
と思います。相原ガバナ ーは、例会はロータリアンの
健康・安全を最優先に考え、地方自治体の勧告に従い
順守することを強く推奨する。と仰ってます。もしも感染
者が増え続ける状況下で会議が必要であると判断した
場合は、自主参加とすると仰ってます。
地区大会は11/3にウェスタ川越に決定しました。当初
は人数を最小限で行う予定でしたが、昨今の状況から
多くの参加をお願いしたいと変わりました。プログラム
中、各クラブ紹介の時に会長様が各会員様の紹介をし
ますのでご協力をお願いします。同日は登山家の三浦
雄一郎様の記念講演、衛星クラブ認証報告など内容も
充実しております。是非とも出席をお願いいたします。
最後に、2022-23年国際ロータリー会長の指名委員会
により次々年度のRI会長に、初めての女性会長の誕生
となりそうです。選ばれたのは「カナダ、オンタリオ州」
会員のジョーンズ氏が指名されました。9/30までに他の
候補者が出ない限り、ジョーン
ズ氏は10/1に正式に会長ノミニー
となります。
ガバナ ー補佐として、今後
何かと大変お世話になりますが
よろしくお願いいたします。
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