
第2807回例会 レポート

第2810回例会 2020年 12月 1日

2020－21年度 国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

創立 昭和 37年 1月 19日 承認 昭和 37年 2月 5日

【第2810回例会】本日のスケジュール
12/1 (火) 年次総会

場所：所沢商工会議所 会議室 1・2
12/8 (火) 卓話： 池田 純 様
( 一般社団法人 さいたまスポーツコミッション会長 )
演題：「新生さいたまブロンコスについて」

場所：所沢商工会議所会議室 1・2
12/15 (火) 移動例会 クリスマス例会

場所：西武所沢S.C.

第2809回例会 レポート

11月３日ウエスタ川越で地区大会があり行っ
てきました。午前中の本会議は私と梅沢幹
事で出席いたしました。午後の式典から３名
加わり５人で参加いたしました。相原ガバナー
の挨拶、国際ロータリー会長代理挨拶、県

知事、川越市長の挨拶、報告等あり、記念講演では三
浦雄一郎さんが北海道からリモートで参加、エベレスト
登頂の話を聞きました、会場には息子さんの三浦豪太
さんが来ていました。式典２部で各クラブ紹介で舞台で１
人４０秒ですけれど緊張しましたが無事終わり良かった
です。次の日にエンジョイヘルスのインフルエンザの予
防接種を岩下先生の所で打って頂き少し安心した感じ
がします。先月パスト会長会議が行われ三上さんが倉
片年度の後の会長に推薦されたので、三上さんの会社
に伺い承諾をいただきました。

会長の時間 見沢 孝一 会長

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104円です。
＊11/30(月)18時30分～12月分の理事会をZoomにて開催予
定です。

＊12/1(火)11時～所沢商工会議所にて年次総
会です。
＊12/8(火)11時～所沢商工会議所にて卓話例
会です。
＊12/15(火)18時点鍾、西武所沢SCにてクリス
マス例会を開催いたします。詳細は配布のご案内にて
ご確認ください。
＊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。
＊所沢市長よりこども未来館の「ロータリーガーデン」
への感謝状をいただきました。
＊12/16(日)第19回こども「とうきち」将棋大会が所沢生
涯学習センターにて開催されます。今回は5・6年生対
象での開催となり、主催は新所沢ロータリークラブが主
催です。なお、当クラブからは会長・幹事・木村青少
年委員長が参加します。
＊12/18(金)18時～第3グループの会長幹事会が、ホテル
ヘリテイジ飯能にて開催されます。
＊新型コロナウイルス感染者数が増えています。感染予
防対策のご協力を今まで以上にお願いいたします。
＊地区大会の記念品としてボールペンをお渡しいたしま
したので、ご活用ください。

会長のノミニー挨拶 三上 誠 会長ノミニー

倉片年度の後の会長を仰せつかりました。
ご承認有難うございます。皆様にはご協力
をいただくこともあると思いますので、ご指
導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

委員会報告
親睦活動委員会 二上 昌弘 さん
12月15日(火)クリスマス例会を開催いたしま

す。西武所沢SCの8階へお越しいただき、
会場となる9階の特設会場には親睦委員がご
案内いたします。従業員食堂をお借りしてケー

キ・コーヒー・紅茶をご用意してお待ちしております。
参加費は無料ですが、催し物に500円玉硬貨を使います
ので、必ずご用意の上ご参加をお願いいたします。
国際奉仕委員会 市川 雅巳 委員長

おたがい様de募金のご協力をお願いしま
す。詳細は本日配布のご案内をご確認くだ
さい。ポールハリスフェローを日高さんと鎌
田さんにお願いいたしました。

広報雑誌委員会 村山 宣章 副委員長
「ロータリーの友11月号」の紹介
横組み：P7…あなたのクラブでもできる！
グローバル補助金を知ろう P9…シェアシス
テム P35…連載コミック「ポール・ハリス

とロータリー」
縦組み：P4…地域と共に歩む経営

会長 見沢 孝一 / 幹事 梅沢 好文 / クラブ会報委員長 日向 貴一
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池田安弘さん

見沢年度 累計 ￥233,253-
見沢 孝一さん：門田裕美様には所沢ロータ
リークラブにようこそおいでいただき有難うご
ざいます。コンサート楽しみにしています。

梅沢 定彦さん：去る11日、当園5代目のひ孫が誕生し
ました。とても嬉しいです。また本日はネームプレート
を忘れてしまいました。
梅沢 好文さん：11月11日、孫が生まれました。
本橋 敬明さん：門田様、柴様、本日は所沢ロータリー
クラブにお越しいただき有難うございます。演奏楽しみ
にしています。

鳥居 由美子さん：日本が恋しい今日この頃、ニコニコ
を送ります。皆様、お変わりないですか？こちらはハロ
ウィンも静かに過ぎ、選挙もこの街はあまり変わりませ
ん。私は公園デビューし、カラー色豊かなママさんと
国際交流です。昨日はストレスが溜まったので、一人で
数時間ですがイサム・ノグチの美術館へ行き、カフェに
行ったりボーっとして来ました。またニコニコします。
鳥居 由美子さん：今日は7日です。秋晴れの汗ばむ陽
気です。用事がありマンハッタンに出かけました。バイ
デン確実が出たのでトランプタワーの周りは写真を撮る
人や警官が多くいました。道路も一部封鎖され、有名
店は営業していますが、周りを板張りにしています。WA
GAMAMAというラーメン屋というか、日本食もどきのお
店に入ったら不味いこと…。娘は平気で食べていました。
舌の感覚がおかしくなっているのでしょう。
池田 安弘さん：久しぶりに仕事をさせていただきます。
今後ともニコニコにご協力をお願いします。

12月

☆会員誕生記念祝福
新井 重雄さん 大舘 則夫さん 柳原 千衣子さん
本橋 嘉雄さん 當眞 正純さん 村山 宣章さん
倉片 順司さん 木村 良孝さん 小山 祥代さん
酒巻 満さん
☆御夫人・御主人誕生記念祝福
阿部 松枝さん
☆結婚記念祝福
佐藤 薫さん

例会 総数 出席 欠席 MC ％
2809回 60名 36名 24名 - 100

出席報告
荻野 巳喜雄 出席向上委員長
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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

2808回は親睦旅行延期のため休会となりました。

卓話：ピアノ＆尺八のアンサンブル
ピアノ 門田裕美 さん
尺八 柴 香山 さん

講師紹介：
プログラム委員会 本橋 敬明 委員長
今年度は会長の意向である「芸術」を取り

入れた例会の第1弾となります。和洋の楽器
を組み合わせた音楽を短い時間ですがお楽し

みいただけたらと思います。

今週のヒトコマ

１１月3日 市内５クラブの
社会奉仕活動に対して表
彰状を頂きました。

親睦活動委員会
南里 照久 さん

11月最初の例会でしたの
で記念祝福を行いました。
おめでとうございます！


