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※出席報告
会員数
28 名

出席者数
18 名

出席率
79.17％

前回修正
-

会長の時間

東 美栄 会長

「新会員を迎えられる喜び」
先日、東松山市内にある「紫雲閣」で行われた
2020-2021 年度地区チーム研修に栗原成美パスト会
長と出席してきました。
次年度、栗原パスト会長は会員増強委員会、私は米
山記念奨学委員会の地区役員をそれぞれ仰せつか
っています。
昨今の新型コロナウィルス（COVID－19）の感染不安
から次年度の重要なセミナーだったにもかかわらず欠
席者が非常に多かったです。開催者側の配慮で座席

例会の記録

レイアウトも広めでしたが、それでもかなりの席が空い
ていました。
セミナーの後には恒例のビュッフェ・パーティーが予
定されていましたが私も含め、辞退する会員が多かっ
たです。本日卓話にいらした「ロータリーの友」編集委
員で坂戸さつき RC の岡部みゆき様も感染の不安から
欠席されたそうです。
休憩時間に鈴木ガバナーと話をしました。
4 月の地区研修協議会は今のところ予定通りだそうで
す。しかし例会に関しては開催するか否か、各クラブ
で決めていいと、おっしゃっていました。
例会出席はロータリアンの 3 大義務（①例会出席 ②
会費の納入 ③会誌「ロータリーの友」の購読）の１つ
ですが、本日午後にも発表される政府の指針によっ
ては休会もあり得ます。
さて、4 月 26 日に予定されている 2570 地区の地区研
修・協議会の話をします。
ご存知のように狭山中央 RC はホストクラブである新狭
山 RC をサポートします。できれば全員の参加が望ま
しいです。できるだけ早く当日の役割分担を決めたい
と思っています。
感染の拡大次第では今後、研修協議会自体が延期
もしくは中止となる可能性もありますが、どのような状
況にも対応できるよう、準備はしておきたいと思います。
柴田会長エレクトや菊田幹事からも説明があります。
なお、本日はこの後、佐々谷悦子さんの入会セレモ
ニーがあります。新しい会員を迎えられる喜ばしい限
りです。

本日のお客様紹介

委員会報告

< 菊田邦彦 幹事 >
国際ロータリー第 2570 地区
ロータリーの友地区代表委員
（坂戸さつき RC）

岡部みゆき 様

幹事報告
< 菊田邦彦 幹事 >
・4 月 19 日（日）地区大会出席調べ
・4 月 26 日（日）地区研修・協議会出席調べ
・ロータリーの友 2 月号に当クラブのフリーマー
ケットの記事が掲載

・2 月 21 日(金)開催「2020-2021 年度地区チー
ム研修セミナー」出席報告
会員増強委員会委員 栗原成実
Ｒ米山記念奨学委員会学友委員会委員会 東美栄
新型コロナウイルス感染の不安から空席が目
立ちましたが、益田西 RC(島根県)の松本裕二
氏の講演がとても印象的で学びの多い研修で
した。

・受贈会報
所沢西ＲＣ
・回
覧
新狭山ＲＣより「1 月 27 日合同例会」収支報告
所沢中央ＲＣより例会変更

記念に、次年度 2020-2021 年度のテーマ「ロ
ータリーは機会の扉を開く」のバッジとスカ
ーフをいただきました。

入会セレモニー

㊗

佐々谷悦子 様

本日、不動産貸付・管理業 (有)エクレール・ひば
りを経営されております佐々谷悦子様を当クラブ
にお迎えし、入会セレモニーを執り行いました。
佐々谷会員ご入会おめでとうございます！
・社会奉仕委員会
<栗原成実 副委員長>
こども食堂へ寄付するジャガイモの植え付け作
業を下記の通り行います。たくさんの方のご協
力をお願い致します。
日
場
服

幹事の菊田さんから誘わ
れて親睦旅行に参加した
ことがきっかけで、この度
入会させていただく事と
なりました。皆様どうぞ

宜しくお願いいたします。

時： 3 月 14 日(土)9 ：30～
所： 栗原成実会員所有の畑
***栗原成実宅に集合
装： 汚れてもいい格好で

卓 話
国際ロータリー第 2570 地区
ロータリーの友地区代表委員

岡部 みゆき 様
（坂戸さつき RC）

【 私とロータリー
そして友の存在価値 】

私の祖父（明治 34 年生まれ・エンジニア）が飯能・入
間・狭山の水道を設計したので狭山市にはとても縁が
あります。
◆1992 年（平成 28 年）
選挙のアナウンサーを要請・業務委託する会社を
川越市に設立
◆1995 年 3 月
ロータリークラブに入会
現在まで楽しくロータリーで活動
◆ロータリーの友地区代表委員として
目
標： 地区内 50 クラブ訪問
狭山中央 RC は 49 クラブ目
3 月 3 日の川越 RC 訪問で目標達成
毎
月： 「ロータリーの友のみどころ」を配信
“よみどころ”ではなく“みどころ”
友への思い： 「ロータリーの友 9 月号」に掲載

「ロータリーの友」は一般誌にはない情報が詰
まった“宝箱”です。
今後も、ひとりでも多くの方に友のページを開い
て頂けるよう、そして友の存在価値を高められる
よう、私なりに工夫していきたいと思います。
2 月 23 日は天皇誕生日でありますが（富士山
の日でもあるようです）、ロータリーの創立記念
日でもあります。つまり “令和の時代はロータリ
ーの時代” なのです。
狭山中央ＲＣの皆様にも、友をどんどん盛り上
げていただきたいので、どうぞ宜しくお願いい
たします。

国際ロータリー第 2570 地区
ロータリーの友地区代表委員 岡部みゆき様
友を宜しくおねがいいたします！
東君

佐々谷悦子様、入会おめでとうござい
ます。ロータリーの友地区代表委員岡
部みゆき様、狭山中央 RC へようこそお
越しくださいました。

菊田君

佐々谷さん御入会ありがとうございま
す。これからもよろしくお願いします。

小林君

2570 地区ロータリーの友地区代表委員、
ようこそおいで下さいました。また、
新入会の佐々谷さん、例会へのご出席
お待ち申し上げておりました。どうぞ
よろしくお願い致します。

沼﨑君

岡部さん、よくおいで下さいました。
よろしく御指導下さい。

柴田君

ロータリーの友地区代表委員岡部みゆ
き様、私達のロータリークラブへよう
こそ。又、佐々谷様、新しい会員にな
りありがとうございます。ロータリー
クラブを一緒に集いましょう。

田端君

佐々谷様、ご入会ありがとうございま
す。今期の親睦旅行、ご一緒に楽しま
せて頂きました。ロータリーの友地区
代表委員岡部みゆき様、本日はどうぞ
宜しくお願い申し上げます。

渡邉君

ロータリーの友地区代表委員岡部みゆ
き様、本日はようこそいらっしゃいま
した。宜しくお願い致します。佐々谷
悦子様、ご入会おめでとうございます。
今後も宜しくお願い致します。

新型コロナウイルス感染予防
に関する見解
現時点の国際ロータリー日本事務局及び軸事務所からの
連絡は以下の通りです。

アクター、プログラム参加者の安全とご健康をお
祈りいたします。
よろしくお願いいたします。
国際ロータリー日本事務局 | クラブ・地区支援室
室長 中井 啓介

＜国際ロータリー日本事務局より＞

平素より大変お世話になっております。
この新型コロナウイルスによる新型肺炎による現
在の状況を受け、地区会合、研修、行事への影響
に関してご連絡しております。
現在新型肺炎の感染者数が増加し、新たな感染も
日々確認されていることを受け、国際ロータリー
理事会は、会員の意欲向上と次期リーダーの準備
のために細則で定められている地区会合について、
各地区で柔軟に対応することを認めることとなり
ました。
政府によって会合の自粛要請または禁止令が出て
いる場合、あるいは地区リーダーが妥当であると
みなす場合は、2020 年 6 月 30 日以前に予定され
ている会合に関して以下の選択肢等をご検討くだ
さい。
●地区大会：
必要に応じて、6 月末まで会合を延期するか中
止する。
地区大会で行われる投票や決議は、郵便投票で
行うことができる。
会長代理が地区大会に派遣される場合、地区大
会に関する一切の変更について米国本部会長室
へ E メール
（presidential.services@rotary.org）で連絡
する。
●地区の研修会合（会長エレクト研修セミナーと
地区研修・協議会を含む）
：
オンライン研修を開き、以下の推奨事項等を検
討する。
ロータリーのラーニングセンターにある関連コ
ースを完了することを奨励する（コース一覧に
あるリンクからコースを直接開くことができま
す）
。
ロータリーの戦略計画、各役職の役割と責務、
次年度の目標について研修するために、1 時間
のオンライン会合を少なくとも 3 回実施する。
出席要件を含め、地区研修会合について定めら
れた他のすべての要件を満たす。
6 月末まで研修を延期する。
国際ロータリーでは現在、オンライン研修実施の
参考となる資料の作成にあたっており、利用が可
能となり次第、直ちにお知らせいたします。
地区会合の延期または中止に伴う費用は、地区の
ご負担となることにご留意ください。このため、
行事に関連する契約事項を確認し、費用面で生じ
る義務に関して地元の法律専門家とご相談くださ
い。
ご不明な点がございましたらご遠慮なく当方にご
連絡ください。貴地区のロータリアン、ローター

＜国際ロータリー第 2570 地区鈴木秀憲ガバナーより＞

新型コロナウイルスへの対応につきまして、日々
刻々と変わる情勢に、各位ご心労の事と存じます。
ロータリーが感染ルートになってしまうと、重点
項目の「疾病治療・予防」に大きく逸れてしまい
ます。その様な事にならない様、会議・講演会・
イベント等の開催にあたりましては、その必要性
並びに地域の実情・自治体からの情報等も踏まえ、
開催の可否（一部縮小・延期・中止・通信活用の
会議へ変更等）をご検討下さいます様 お願い致
します。
尚、止むを得ず 会議・講演会・イベント等を開
催する場合には、参加者各位へ体調・体力等をご
勘案の上ご参加下さる様ご連絡の上、下記にご留
意下さいます様お願い申し上げます。
１ 消毒用アルコールを会場に設置。
２ マスク持参・着用を呼び掛ける。(手配可能な
ら手配し配布する。)
３ 3 人掛けテーブルの中席を省き、2 人掛け使用
とし、受講者の間隔を開ける。
４ 講師や提案者(ステージ等に立つ方)と最前列
の受講者のテーブルの間隔を広げる。
５ 自治体からの情報に注意し、近郊で罹患者が
出た場合は、中止とする。
以上、宜しくお願い致します。
国際ロータリー第 2570 地区ガバナー 鈴木秀憲

◆ 次の例会 ◆
3 月 10 日（火）
第 2 副 SAA：清水(武)会員 清水(幸)会員
会員卓話：田中八束会員
3 月 17 日（火）
例会取り止め（定款 8-1-C）
3 月 24 日（火）
第 2 副 SAA：田端会員 高田会員
外来卓話：土田博様

