
第2828回例会 レポート

第2829回例会 2021年 7月 6日

2020－21年度 国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

本日は相原ガバナーと西澤ガバナー補
佐に所沢ロータリークラブ最終例会におい
で頂きました。有難うございます。
今年度はコロナウイルスの影響で事業も

ほとんど出来ませんでした。その中でも前
半の例会は何とか出来ました。前半最後

のクリスマス例会では皆さんとじゃんけん大会をやって
盛り上がった事を思い出します。後半は１月から５月まで
コロナウイルスの影響で緊急事態が発令され例会も中
止になってしまい、又、６月はZoom例会から始まり、第
５文化幼稚園のバーべキュー場で行われたホタル例会
は、今年度最初で最後の家族例会で自然豊かな中例
会が出来てとても良かったと思います。
一年間お世話になりました。支えてくれた梅沢幹事に

は感謝申し上げます。皆さんありがとうございました。

創立 昭和 37年 1月 19日 承認 昭和 37年 2月 5日

会長の時間 見沢 孝一 会長

【第2829回例会】本日のスケジュール
7/6 (火) クラブ協議会

場所：ベルヴィ ザ・グラン

7/13 (火) クラブ協議会
場所：ベルヴィ ザ・グラン

7/20 (火) 休会（ 定款の規定により ）

7/27 (火) 卓話：中井 眞一郎さん
( 第2570地区 パストガバナー )

演題：「ロータリーを学ぼう！」
場所：ベルヴィザ・グラン

会長 倉片 順司 / 幹事 見澤 英一 / クラブ会報委員長 井花 佳彦
【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

＊7月6日(火)ベルヴィ ザ・グランにて例会

です。役員理事は12時集合、12時30分点鍾

です。

幹事報告 梅沢 好文 幹事

7月

☆会員誕生記念祝福
大野木 喜行さん 佐藤 薫さん 石井 正太郎さん

日向 貴一さん 市川 雅巳さん 見澤 英一さん

鎌田 忠洋さん 中村 有佑さん
☆御夫人・御主人誕生記念祝福
倉片 眞弓さん 日髙 しづ江さん
☆結婚記念祝福

阿部 武志さん 五十嵐 俊昭さん 倉片 順司さん

鈴木 崇文さん

橋本幹男副委員長

見沢年度 累計 ￥653,579-
相原茂吉様：本日は宜しくお願いいたします。
西澤長次様：本日は最後の補佐訪問にお伺
いに来ました。誠に有難うございます。1年間
大変お世話になりました。

見沢孝一さん：皆さん、1年間お世話になりました。皆さ
んのご協力でなんとか1年間終了する事が出来ました。次
年度倉片会長、見澤幹事さん、コロナ負けずに頑張ってく
ださい。
中保憲さん：コロナ禍の中、会員の皆さんには1年間大変
お世話になりました。有難うございました。
梅沢好文さん：1年間有難うございました。
倉片順司さん：この度、新規事業として、夏季限定では
ありますが、かき氷店「けずり氷雛物語」を倉片人形内
にオープンすることになりました。自家製ソースにこだわり、
味で勝負しようと思います。7月10日オープンですが、7月
1日よりプレオープンしますので是非お越しください。10日
までは土日休みです。
道口泰己さん：昨年11月21日に腸閉塞の1回目の手術を
し、12月1日に2回目の手術をしました。約1か月半に渡る
入院生活も無事終わり、今は元気になりました。なかなか
コロナで例会がなく、ニコニコできませんでしたが、最終
例会でご報告及びニコニコさせていただきます。
道口泰己さん：今年の3月6日、次男が1年延期の結婚式
を行いました。親族だけの式でしたが、楽しく行う事が出
来て良かったです。残るは、ずーっと彼氏のいない大学
生の娘だけになりました。
道口泰己さん：今年5月17日、次男の家族に男の子が産
まれました。私にとりまして、2人目の孫になります。今、
北九州に里帰りしていて、遊びに行こうと思いましたが、
コロナで断念いたしました。
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、皆様には大変お世話になり感謝いたします。しかしな
がらこの情勢の中、会長幹事のお役に立てず大変申し訳
なく思います。1年間有難うございました。
二上昌弘さん：社会奉仕委員長として、1年間大変お世
話委に有難うございました。
木村良孝さん：コロナ禍という状況で、なかなか活動は
難しかった中、青少年奉仕委員長として、1年間お世話に
なり有難うございました。
安達裕之さん：親睦委員としての1年が終わります。コロ
ナ禍の為、思うような企画が出来ずに心残りですが、皆
様のご理解とご協力に感謝申し上げます。1年間有難うご
ざいました。
矢部瑛美子さん：ニコニコ１年間、有難うございました。
鳥居由美子さん：相原ガバナー、西澤ガバナー補佐、
ようこそ所沢RCに。とても楽しいクラブなのでお役目が終
わっても遊びにいらしてください。
日髙勉さん：長い間お酒の提供が出来ませんでしたが、
ようやく昨日より短い時間ではありますが、提供が可能と
なりました。コロナに負けず、頑張りたく思います。



コロナで大きく世間が変わりました。相当な
ダメージを受けた方もいらっしゃるでしょう。コ
ロナが終息しても元のような社会構造ではなく、
新しい形の社会に変化すると思います。116年
前に誕生したロータリーが新しく生まれ変わろ

うとしております。このような変化の時代に同じ価値観を共
有できる仲間がいることは本当に有り難く、幸せな事であ
ります。皆さんは地域のリーダーと称される人達でありま
す。ご自身の努力や運にも恵まれ、それなりの達成感や
満足感はお持ちだと思います。同時に背負っている悩み、
心配事、ストレスは格段に大きいと思います。だからこそ
価値観が共有できるんだと思います。ご承知の通りRI会
長のテーマ「Rotary Opens Opportunities（ロータリーは機会
の扉を開く）」に則り、私のテーマは「Let's make fellows！
（友達を作ろう）」といたしました。ボビージョーンズ氏
の有名な言葉「人生の価値はどれほどの財産を得たので
なく、何人のゴルフ仲間を得たかである」はロータリーに
置き換えることができます。いつか扉を開いて価値観を保
有できる友人を更に増やして頂けたらと思います。

ガバナー挨拶：相原 茂吉様
( 2020-21年度
国際ロータリー2570地区 ガバナー )

例会 総数 出席 欠席 MC ％
2828回 58名 58名 0名 - 100.0
2827回 58名 58名 0名 0名 100.0

出席報告 大舘 則夫 さん

本日は、最後のガバナー補佐訪問にお伺
いいたしました。所沢RC様は会員数も多く、
パストガバナーを3名輩出された、とても元気
な活気ある素晴らしいクラブ様です。
さて、私のガバナー補佐年度のスタートで

すが「新型コロナから始まって、コロナで終わり」と、コロ
ナの影響で悩まされました。昨年4月26日の地区研修協議
会、そして2月20日の第3グループIMも開催ギリギリまで計
画をしておりましたが中止となってしまいました。コロナ禍、
情報を交換しながらこの試練を乗り越え、何とか「会長・
幹事会議」そして補佐訪問と公式訪問を無事終了すること
が出来そうな状況となりました。また、「会長・幹事会議」
6回のうち2回はWeb会議を行いました。本当に初めてのWe
b会議でした。私の補佐としての任務は消化不良の年度で
したが残り8日で終わりとなりました。会長幹事様は会議内
容「ガバナー選出のグループ化」等を次年度会長幹事
様に申し送りを宜しくお願いいたします。
最後となりますが、この度は、ガバナー補佐という大役

を担い各クラブを訪問するなど夢にも思いもしませんでし

た。第3グループの11のクラブを訪問させていただき他ク

ガバナー補佐挨拶：西澤 長次様
( 2020-21年度 国際ロータリー2570地区

第3グループ ガバナー補佐 )
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大和証券㈱所沢支店長中村有佑さん
生まれも育ちも埼玉県で、東武動物公園が

ある宮代町出身です。所沢RCに入会できて光
栄に思っております。精一杯頑張りますので宜
しくお願いいたします。
ＳＭＢＣ日興証券㈱所沢支店長鈴木崇文さん

RCは自己研鑽の場ということで、積極的に
参加したいと思っておりますので、お声がけ頂
ければ幸いです。宜しくお願いいたします。
埼玉りそな銀行所沢支店長篠宮克彦さん

私は三郷市出身で、幼少期には東西の交
通網の関係で所沢は遠いという感覚でした。2
年9か月ほど坂戸支店勤務時にRCにお世話に
なっておりました。まだ勉強中でございますの
で、所沢RCで少しでも皆様のお役に立てれば

と思っております。今後とも宜しくお願いいたします。

新入会員挨拶

＊クラブ管理運営委員会で路辺会合を行い、
年間スケジュールを決めました。メールにて
事業計画と一緒に送付しましたのでご確認く
ださい。コロナの状況により変更が出ることも
予想されますが、よろしくお願いいたします。

＊対面例会がロータリーのモットーと考えておりますので、
次年度から会場をベルヴィ・ザ・グランに変更いたします。
コロナワクチン接種が進み、予定通り行えると予想されま
すのでご参加いただければと思います。
＊60周年事業が控えております。従来でしたらの創立記念
月である1月に行っておりましたが、コロナの心配が消えた
わけではございませんので5月開催といたしました。委員
長に内田さん、副委員長に市川さん、高橋さん、委員に
ついては随時お声がけさせていただきたいと思っておりま
すので、その際はご協力の程お願い申し上げます。

新旧引き継ぎ説明 倉片順司会長エレクト

ラブの皆様と知り合う事ができました。全く知らなかった人

達とロータリアンで有るというだけで旧知の友の様に親し

くなれることはとても光栄であり、これこそがｄロータリー

の宝だと思っております。今日まで勉強させて頂いた事は

私自身に取って、実に大きな経験となりました。次年度、

私は、地区研修委員会で副委員長と言う担当でお世話に

なりますが、今後とも宜しくお願いを申し上げ、補佐訪問

のお礼のご挨拶とさせて頂きます。有難うございました。

今週のヒトコマ


