2020−21年度 国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

第2827回例会 2021年 6月 8日
創立 昭和 37年 1月 19日

【第2827回例会】
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 ）
7/6 (火) クラブ協議会
場所：ベルヴィ ザ・グラン

第 2826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、お久しぶりです。１
月から５月までコロナウイルスの影響で例
会も 休会で、私も 例会がなく挨拶をする
事がなかったので、少しのんびりさせて
いただきました。
今年の例会はメール登録を全員の方にしていただ
き、Zoomで行えるようになりました。会場に来なくて
も会社、自宅でも参加できるようになりました。会場
も所沢商工会議所に変更し、その分SAAの人達には、
１時間前に会場設営をしに来ていただいて大変でした
が、助かりました。今年度は７月から１２月までは何と
か順調に例会も行い１２月にはクリスマス例会も出来ま
した。しかし、１月に入りまた緊急事態宣言が発令さ
れ段々と休会が続き、後半は例会もできませんでし
たが、「所沢市に何かお役に立つ事を」と理事会で
話し合い、自動アルコール噴霧器付顔認証＋自動検
温システムを4台（計１００万円相当）を３月３０日に所
沢市へ寄贈しました。藤本市長にも 大変喜んでいた
だきました。
休会中に人事異動による入退会がありました。１月
に大和証券の立花さんが退会され、中村さんが入会
されました。３月に日興証券の南里さんが退会され、
鈴木さんが入会されました。埼玉りそな銀行の高木
さんが退会し、篠宮さんが入会予定です。
そして、残念なお話があります。昨年暮れにチャー
ターメンバーの荻野皓一郎さんから、退会したいと言
うお話があり、何とか続けてほしいとお話をさせてい
ただきましたが、白寿９９歳で退会したいと言うことで
したので了承させていただきました。５月１０日に長年
所沢ロータリークラブを引っ張って来られた梅沢定彦
さんと深田繁さんから６月を持って退会したいというお
話があり承諾させて頂きました。荻野巳喜雄さんから
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【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

体調が良くないとの事で退会届が５月１３日に提出され
ました。
以上報告とさせていいただきます。

幹 事報告

梅沢 好文 幹事

＊ロータリーレートは1ドル109円です。
＊6月8日(火)ホタル鑑賞会が今年度唯一
の家族例会となります。出来る限りの感
染防止を実施します。ゲンジボタルが2,5
00匹位でヘイケボタルが300匹位おります
ので、お時間のある方はご覧いただけたらと思いま
す。飲食無しです。お弁当はお持ち帰りください。
＊6月22日(火)ベルヴィ ザ・グランにて最終例会・新
旧引継ぎ会となります。夜間例会で詳細は改めてご
連絡となりますが、17時30分点鍾で1時間15分くらい
を予定しております。ベルヴィ ザ・グランのお弁当を
お持ち帰りいただきます。
＊6月4日(金)18時～ベルヴィ ザ・グランにて市内5ク
ラブ会長幹事会があります。
＊6月18日(金)18時～ニックスにて第3グループ会長幹
事会があります。
１年間皆様の温かいご支援とご理解ありがとうござい
ました。心より感謝申し上げます。
橋本 幹男 副委員長

見沢年度 累計

￥528,235-

梅沢 好文さん：ホタル鑑賞会ご参加お
待ちしております。
三上 誠さん：コロナ禍の中、4月21日(水)
に第2回見沢年度ゴルフ大会が開催され、
初めて優勝する事が出来ました。ニコニコさせてい
ただきます。
二上 昌弘さん：オーブン陶土作品展において、娘と
息子が賞を頂きましたのでニコニコいたします。有難
うございました。

出席報 告
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クラ ブ協議 会
◆直前会長:高橋 興基さん
コロナ に感染すると大変苦しいと聞いてお
ります。皆様お体には気をつけてください。
役に立ったのかわからない1年となってしまい
ましたが、今後もより良いロータリーライフが過ごせるよ
うに協力していきたいと思います。
◆会長エレクト:倉片 順司さん
大きな出来事もなく、コロナに 振り回され
た1年だったと思っております。ほとんど打ち
合わせも出来ない状態でしたが、何とか次期
の準備も整ってきています。これも皆様のお陰と思って
おります。
◆副会長:中 保憲さん
高橋年度に続き 見沢年度もコロナ禍で大
変な年になってしまいました。ワクチン接種
が始まりましたが、会員の皆様には引き続き
感染予防をお願いしたいと思います。そして一日でも早
く安心して落ち着いた生活が出来るよう願っております。
倉片年度で60周年を迎えますのでご支援ご協力をお願
い申し上げます。
◆幹事:梅沢 好文さん
新しい取り組みとして 、E-mailアドレスを集
め、例会のZoom配信、YouTube配信という大
変な作業がありましたが、少しハイテクなロー
タリーになったのかなと思っています。見沢年度はアー
トに触れようがテーマでしたがあまり出来ず残念でした。
役員の方々には例会がないにもかかわらず役員理事会
にご参加いただき大変感謝申し上げます。
◆会計:梅沢 好文さん(阿部さんの代理)
会費の未納がないことを心より感謝申し上げます。支
出がほとんどないので倉片年度と相談となると思います。
詳細は阿部さんから改めてあると思います。
◆副幹事:見澤 英一さん
来年は今年の分を回収出来るように頑張り
ますので宜しくお願いします。
◇クラブ管理運営:淺海 剛次 委員長
運営が難しい1年間でした。コロナ禍の中、
予定通りとはいかないのは覚悟していました
ので、はっきりしないもやもやした感じで各
委員長さんと打ち合わせをして準備をしていました。ご
苦労された委員長さんには申し訳ない気持ちと、実現
しなかった残念な気持ちもあり、引き継げるものは引き
継いでいただきたいと思っております。
◇職業奉仕:三上 誠 委員長
今年度は角川さんで企業見学をという希望
がありましたの で対応しておりましたが、流
石にコロナ禍なのでご遠慮いただきたいとい
う事になりました。他もあたったのですが、どこもコロナ
禍を理由に厳しい状況でした。それだけが心残りで、
大変申し訳ございませんでした。
◇社会奉仕:二上 昌弘 委員長
亀鶴園でのホタル鑑賞会、ロータリーの
森清掃活動は中止となりました。昨年10月19
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日に市内5クラブ合同事業でロータリーガーデンの寄贈
をこどもと福祉の未来館にいたしました。3月30日に所沢
市に対し、ワクチン接種会場で使用するためのシャープ
製のアルコール消毒付き検温器を4台(100万円相当)寄
贈いたしました。以上2点の事業を皆様のご協力により
実施する事が出来ました。
◇国際奉仕:市川 雅巳 委員長
コロナ禍で寄付以外には何もできず残念に
思います。ポールハリスには鎌田さんと日高
さんに引き受けていただき、米山には見沢会長と梅沢
幹事が寄付をして下さり感謝申し上げます。平和の祭
典でありますオリンピックがありますが、7月6日に聖火ラ
ンナーとして見澤さんが走ることが決定しましたので、
全力で応援したいと思っております。
◇青少年奉仕:木村 良孝 委員長
フレンドリーサッカー、とうきち将棋大会の
準備は進めておりましたが、全事業コロナに
より中止となり非常に残念でした。協賛のみ
ですが、6月13日の青年会議所主催の相撲大会は万全
の対策を取りながら、例年の半分以下で開催するとの
事ですので応援したいと思います。結果的に中止となっ
てしまいましたが、準備の段階から携わり良い経験をさ
せていただきましたことを感謝申し上げます。
◇プログラム:本橋 敬明 委員長
前半期は卓話の開催がなんとか出来ました
が、1月からは全中止となったことが心残りで
ございます。今年度出来なかった分は次年度に引き継
いでいただき、楽しみにしたいと思います。
◇スマイルボックス:橋本 幹男 副委員長
今年度の目標が60万円で、現時点で52万
円と目標達成が見えてきました。残りわずか
ですがFAXでもご案内いたしました通り、ちょ
こっとスマイルにご協力いただき達成したいと思います。
宜しくお願いします。
◇クラブ会報:日向 貴一 委員長
開催及び開催に繋がる行事の場合は発行
させていただきました。発行回数20回を目標
に活動してきましたが、予定通りとなりそうです。会長
幹事が原稿を寄贈してくださるので記事に困る事もなく
感謝いたしております。写真1つとっても皆様のご協力
で出来上がったものですから、見返していただけると嬉
しく思います。
◇会員増強:日向 貴一 委員長
純増で新人として入会していただいたのが3名、転勤
される方と入れ替えでの入会の方が3名の計6名が入会
しました。残念ながら、様々理由で8名が退会となって
しまいました。純増を目指して進めてきたのですが、コ
ロナ 禍の影響も大き かったと思います。倉片年度に繋
がる候補はまだまだおりますので一日でも早く安全な社
会になって勧誘できるように望んでおります。有難うご
ざいました。
◎ 決議について(梅沢好文 幹事)
Zoom例会なので、ご意見ご異議がございましたら1週間
以内に事務所までご連絡をお願いいたします。
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