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[第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ例会日: 新狭山○
月 入間○
木入間南○
火 飯能○
水 日高○
火 狭山中央○
火 所沢○
火 新所沢○
火 所沢西○
火 所沢東○
木 所沢中央○
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8 月 4 日)

柴田譲会長
国歌斉唱・奉仕の理想
江原会員 浜野会員

出席報告 出席向上委員会 < 小幡直樹 委員長 >
会員数
23 名

出席者数
17 名

出席率
85.00 ％

会長の時間

柴田 譲 会長

例会の記録

ぎ新たな戦略を打ち出しました。
経済に深刻な影響を与える国全体を対象とした「ロッ
クダウン（都市封鎖）」を避け、「小規模な地域封鎖」を
機動的に実施することが柱です。
独英のこの新戦略は、検査態勢の充実により感染の
広がりを正確に把握できるようになったことで実現しま
した。
“検査態勢の一層の充実”が前提で上記の戦略が可
能になるのです。
私達は国の検査態勢の拡充を着実に実施することを
期待したいと思います。
過日、７月 18 日（土）に開催された地区の社会奉仕委
員会のセミナーで、危機管理委員会の前嶋委員長
（パストガバナー）は、『このコロナの現状を踏まえると、
私達の活動は現実的にならざるを得ないだろう。各種
活動は自粛してコロナ対応をしなくてはならない。従
って、自分たちのクラブの例会も隔週で実施すること
を決めています。』と講演されました。
第 2570 地区内 50 クラブの例会数統計
2 回/月・・・・・14 クラブ（28％）
3 回/月・・・・・16 クラブ（32％）
4 回/月・・・・・18 クラブ（36％）
その他 2 クラブ
当クラブの例会は現在月 2 回開催されておりますが、
様々な意見が出ております。例会数については今後
も状況に応じて協議・検討する必要があると考えてい
ます。

新型コロナウイルスの実情について
第 2 波対策と経済両立の問題
独英「小規模封鎖」機動的に！

本日のお客様
< 寳積英彦 副会長 >

日本政府が新型コロナウイルス第 2 波の封じ込めに
有効な手立てを見いだせない中、ドイツと英国が相次

国際ロータリー第 2570 地区
第 3 グループガバナー補佐

西澤長次 様

幹事報告
< 佐々木康 幹事 >
・週報 7 月 7 日号の差替のお願い(RI ﾃｰﾏ訂正）
・10 月 24 日(土)開催予定の「尚寿会フリーマー
ケット」中止のお知らせ

卓

話

国際ロータリー第２５７０地区
第 3 グループガバナー補佐

西澤 長次 様
(新狭山ＲＣ)

・8 月 4 日、新狭山 RC の出水幹事と共に小谷野剛
狭山市長を訪問し、名誉会員の推戴状をお渡し
しました。

受贈会報
入間南ＲＣ
所沢中央ＲＣ
所沢西ＲＣ
回
覧
例会変更のお知らせ（所沢ＲＣ）

委員会報告
・親睦活動委員会
< 小林奈保絵 委員長 >
8 月記念日のお祝い
会員誕生
清水(武)君
佐々谷君
稲見君
夫人誕生
清水(武)君
菊田君
沼﨑君

ガバナー補佐による
「関係書類の閲覧（点検）」実施
11：30 より西澤ガバナー補佐によるクラブ書類の点検
が行われました。ひとつひとつ丁寧にご覧になられ、
いくつかの助言をいただきました。
ありがとうございました。

狭山中央ロータリークラブ様には常日頃より大変お世
話になっております。
2012-13 年度は若松会長と、2018-19 年度は清水会
長と会長職を務め、その際にも大変お世話になりまし
た。
狭山中央ロータリークラブ様は、モンゴル砂漠地帯の
緑化推進・狭山市西口開発時に公園ベンチの設置、
フリーマーケット開催(大生病院)と、素晴らしい活動を
なされております。また、地区役員さんがとても多いク
ラブです。
＜自己紹介＞
出身地
まず、私の経歴から申し上げますと、生まれは埼玉県
の山奥、比企郡の都幾川村生まれです。元々は１９５
５年に３村(明覚村、平村、大椚村)が合併し、都幾川
村となりました。都幾川村のおもな産業は建具です。
私の実家も農家と建具屋の兼業でした。私は電気関
係が大好きで小学校４年生ぐらいから鉱石ラジオに興
味を持ち一つ一つの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す。狭山市
にて事業開始し、今年で５３年目です。
内容は空調設備保守点検・修理。主に公共事業が中
心です。業務用空調設備機器と電気工事業です。
業務範囲は、海外ではシンガポール、国内でも空調
機の保守などで伊豆諸島の利島・新島まで、電気関
係では北陸、東海地方など日本国内各都市部にまで
及びます。
経 歴
狭山市民生児童委員を 1985 年 3 年間任命されまし
た。
狭山市社会福祉協議会、新狭山の支部長を 7 年間、

狭山市内に 10 支部有ります。（自治会、民生委員等）
敬老会を開催し手作りの料理やおもてなしなどを行い
ました。
狭山市社会福祉協議会、評議委員を 2 年間、現在は
埼玉県電気工事工業組合所沢支部、支部長を務め
現在に至っております。所沢・入間・狭山市を総括（７
年目)

また必ず 4 月 5 月にコロナが解決して開催が心配なく
可能であれば、延期もあり得るが、現在の段階ではな
んの保証もない。もっとひどくなるかもしれない。
(2)予定通りの期日でコロナ対応を考えて実行
鈴木年度でも中止にしたので、できるかぎり開催した
い。
(3)中止

私がロータリークラブに入会したのは２００４年、ロータ
リー歴 16 年目です。
2 年目は、ＳＡＡ
3 年 4 年目は、社会奉仕委員長
5 年目に、幹事
6 年目に、会長エレクト
7 年目で、会長

その結果、
日程は 11 月 3 日（祝火）。
会場は約 450 人入るが、ソーシャルディスタンスを考
慮した上で、最大 200 人を目途とし、スクール形式で
行う。
午前中は審議事項（30 分）、午後は本会議（約 3 時間）
を予定しています。
＊上記につきましては、変更の可能性もありますので、
順次お知らせをご確認ください）

地区役員及び地区大会
2013～2014 年度 地域社会奉仕委員会委員
2014～2016 年度 地域社会奉仕委員会副委員長
2016～2017 年度 地域社会奉仕委員会委員長
2016～2017 年度に地区ホームページ担当
(PG 前嶋修身)すべて変更し、現在に至っています。
2017～2018 年度 地域社会奉仕委員会委員長
MyRotary 推進委員(各グループ訪問)
(第 3GR は狭山市智光山セミナーを行いました。)
2 度目の新狭山ＲＣ会長は地区の社会奉仕部門委員
長との兼務とかなり激務となりました。やっとゆっくりで
きると思いましたが、2019-20 年度、地区･研修協議会
のホストクラブが新狭山ロータリークラブ当番となりまし
たので、新狭山ロータリークラブでは、地区･研修協議
会実行委員長を任命されました。同時に、狭山中央ク
ラブにも応援要請と会議参加お願い致しました。その
節は誠に有り難うございました。会場設定も苦労をし
ました。特に会場選びでした。
会場は、西武文理高等学校⇒尚美学園⇒東洋大学
⇒武蔵野学院大学⇒星野高等学校⇒東邦音楽大学
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ＲＣ様にお願いをしましたが、結
果的には新型コロナの影響により中止となりました。
何度か準備会議を開催し全て整いましたが、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
ーのご協力をいただき今回配布をさせていただきまし
た。冊子とＤＶＤを各クラブに発送を以って、会計を済
ませ、私の任務もすべて終了いたしました。
また、今期、相原年度の地区大会は新型コロナの心
配もあり開催するか否かで、立原地区大会委員長と
小高実行委員長が 3 時間に亘り、綿密な打ち合わせ
の結果、会議では 11 月 2 日 3 日に予定している地区
大会は次の 3 つの選択肢が考えられました。
(1)来年に延期
多くの他地区が選択している方法ですが、地区研修
協議会など、4 月 5 月になると次年度が忙しくなる。

一方、第三グループ会長幹・事会で、昨今のコロナ感
染率も不明な状況下であり、ＲＩはＺｏｏｍを利用した
Web 会議を推奨しております。
第三グループ会長・幹事会でもＺｏｏｍ用いた、Web
会議を 8 月 28 日(金)18 時に、IM を実施するか否か
の会議を予定しています。
会長・幹事さんには改めて宜しくお願い致します。
ガバナー公式訪問についてのお願い
当日は「プロジェクターとパソコン」の用意をお願いし
ます。また担当者には当日の写真及び原稿 300 字以
内を訪問終了後速やかに、月信担当（川越 RC 八木）
宛にデータで送信をお願いいたします。
また、公式訪問時にはスーツ及びネクタイ着用でお
願いいたします。
新型コロナについて
新型コロナの感染者がますます増えています。東京
が 258 名、埼玉県が 74 名、また狭山市の感染者は 39
名でした。
年度初めに、ガバナー補佐訪問・公式訪問について、
公式訪問は今まで通りに行う。Web で行う。中止とす
る。等の検討会議を何度も実施致しました。
ガバナーを中心とした Web 会議も此れまでに 6 回実
施しました。結論としては、A 案・B 案方式で実施する
と決定しました。
今は確かに大変な時であります。しかし、ロータリーの
115 年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。ロータリーはその
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
して私達ひとりひとり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、しかし心と心を繋ぐこ

とはできます。ロータリーの友情を持ってできます。
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ご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、集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合が必要で
あると判断した場合、完全な感染予防安全対策を行
い、尚且つ、自主参加とします。
本日皆様にも配布をさせて頂きましたが、私の職業の
中でも、新型コロナ感染対策機器の販売をしておりま
す。ノーベル物理学賞受賞者と医療メーカーである
日機装の「空間除菌消臭装置」は、新型コロナロナウ
イルスの不活化効果が確
認出来たと宮崎大学が発
表しました。空気中に浮
遊する菌、ウイルスの除
去を目的としており、病院
の院内感染防止などに
期待されています。
現在は、一般家庭・学
校・病院等からの注文が
多く、しかも秋冬に到来
するインフルエンザウイル
ス等々を 30 秒で 99.9%も
不活化させることが出来
ます。県下では現状、私の会社だけが代理店となっ
ていますが、このような機器が有る事の参考として資
料を配布させていただきました。

この度は、ガバナー補佐ということで
何かと一年間お世話になります。
どうぞよろしくお願いいたします。

寶積君

本日は第 3 グループガバナー補佐西澤
長次様、ようこそおいで下さいました。
会員皆様の健康維持を常に祈っており
ます。
菊田君
前回例会所用で欠席させていただき失
礼いたしました。今日は第 3 グループ
ガバナー補佐西澤長次様、いそがしい
中御来席いただきありがとうございま
す。又、妻の誕生日お祝い重ねてお礼
申し上げます。
小島君
第 3 グループガバナー補佐西澤様、お
暑い中ようこそおいでいただきました。
ご指導宜しくお願い申し上げます。
清水(武)君妻ともども誕生祝ありがとうございま
す。私は 76 才になりました。
清水(幸)君西澤ガバナー補佐、暑いなかご出席い
ただきありがとうございます。よろし
くお願い致します。

定例理事会（例会終了後）






9 月、10 月のプログラムについて
承認
8 月 11 日(火)ガバナー公式訪問の集合写真に
ついて
写真室には移動せず例会場で撮影する（写真
室が狭くコロナの感染リスクが高まるため）
東武サロンへ移転に伴う例会場選びについて
クラブ協議会を開催し全会員で検討する
九州地区豪雨災害被災者に対する義援金につ
いて（地区より要請）
クラブ一般会計より￥50,000 を寄付
例会数について
今回の理事会で今後の例会のありかたを話し
合いました。その結果、新型コロナウイルス
感染が拡大している現状を鑑み、
例会開催は原則月 2 回とし
感染状況に応じて月 3 回とする
と決定しました。
何卒ご理解くださいますよう宜しくお願申し
上げます。

◆ 次の例会 ◆
佐々木君 第 2570 地区第 3 グループガバナー補佐
西澤長次様、本日はお忙しい中、当ク
ラブﾞに来ていただき、ありがとうござ
います。本日はよろしくお願い致しま
す。
浜野君
国際ロータリー第 2570 地区第 3 グルー
プガバナー補佐西澤長次様、ようこそ
お越し下さいました。本日は宜しくお
願い致します。

8 月 18 日（火）
例会取り止め
8 月 25 日（火）
例会取り止め
9 月 1 日（火）
第 2 副 SAA：栗原(憲)会員 栗原(成)会員
クラブ協議会
定例理事会（例会終了後）

