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第 1254 回

(

10 月 2 日)

例会の記録

今回の例会より会場を【ニックス】に変更（金曜日）
窓の外には稲荷山公園の緑が広がり、気持ちよく例会ができそうです。四季折々の風景が楽しみ！！

点
鐘
合
唱
第２副ＳＡＡ
出席報告
会員数
23 名

柴田譲会長
国歌斉唱・奉仕の理想
沼﨑会員 小幡会員
< 会長エレクト 菊田邦彦 >
出席者数
21 名

会長の時間

出席率
91.30 ％

これからの「親睦」関係の活動について
今回は新たな会場での記念すべき例会でありま
す。
会員の皆様には、この例会をしっかりと受け止め、
記憶に焼き付けていただきたいと思います。
さて、最近のコロナウイルスの感染状況をみますと、
全国的には 1 日あたり 500 名未満になり、ここ数日東
京都は 2 桁になり、全体として落ち着いている状況に
あるように見受けられます。（しかし、気を緩めるわけ
にはいきませんが・・・）

柴田 譲 会長
（1） 親睦旅行について

私達のクラブとして本来「奉仕」と「親睦」を活動の基
本にしている関係から、今まで二言目には自粛自粛
としていましたが、ここに一歩前進して親睦旅行を具
体化していく所存です。
以前 3 月頃“試案”として「伊豆の稲取」を候補にあげ
ました。
今日（コンニチ）のコロナウイルスの感染状況と政府の
政策の 1 つ「Go To トラベル」の実施状況を鑑み、私

達クラブも親睦一泊旅行を計画しました。「下見」を行
い、コロナウイルスの感染対策をしっかり徹底させな
がらすすめていきたいと考えております。
過日 9 月 29～30 日に関係者数人で下見を実施しま
した。宿泊施設の旅館の感染防止対策のしっかりした
実施状況をチェックさせてもらいました。
従って実施する方向で親睦委員長から日程、費用等
の提案説明がありますので、内容を確認の上進めて
参りたいと思います。

委員会報告
・親睦活動委員会
< 小林奈保絵 委員長 >
10 月記念日のお祝い
会員誕生
高田君
菊田君
夫人誕生
宮岡君
結婚記念
若松君
清水(幸)君
菊田君
親睦旅行について
伊豆稲取温泉「銀水荘」下見のご報告

（2） 夜間例会について

夜間例会は、現状のコロナウイルスの感染状況が安
定していることが前提ですが、年末の 12 月中旬に 1
回、年度末の 5 月か 6 月頃に 1 回で、合計年 2 回予
定したいと思っています。
以上、今後の状況をみながらではありますが、クラブと
して重要な親睦活動を出来る限り進めていきたいと考
えておりますので、会員の皆様のご理解、ご協力を宜
しくお願い致します。

幹事報告
< 佐々木康 幹事 >
・11 月 3 日開催の地区大会について
会場の人数制限増加により参加者を追加
参加希望者は事務局までお申し出ください！
受贈会報
・所沢中央ＲＣ
・所沢東ＲＣ
回
覧
・2019-20 年度地区財務監査報告(案)
・Ｒ米山記念奨学会 2019 年度事業報告書･決算報告
・米山学友の群像
・ハイライトよねやま
・米山梅吉記念館より「館報」その他お知らせ
・令和 2 年度青少年を育てる狭山市民会議より
「第 2 回理事会報告」
・所沢中央 RC より「例会変更のお知らせ」

✓3 カ月間の休館を設け、徹底したコロナウイ
ルス対策を行う。
✓営業再開後も、月に 3 度休館し衛生管理の強
化を継続的に行う
✓従業員の健康管理の徹底
✓接客スタッフのマスク・フェイスシールドの
着用
✓館内共用部の消毒強化
✓施設内換気の励行
✓衛生管理強化のため一部の施設を休止
✓宿泊部屋は 11 畳に 4 名で割り当てる
✓朝食（バイキング）はビニール手袋を使用
．．．．．
✓食事の座席は向かい合わないようたがいちが
．
いに配置
等々、お客様と従業員、地域の安全・安心のた
めに様々な対策をしっかり講じていると感じま
した。
上記を踏まえ
場所：伊豆稲取温泉
日程：11 月 14(土)～15 日(日)または
11 月 15(日)～16 日(月)のいずれか
を理事会で審議いたします。

佐々谷悦子 会員

昭和 61 年に主人、63 年に母、平成元年に祖母を立
て続けに亡くして、毎日がとても忙しく同時にとても辛
い時期でした。
その後、父と一緒に暮らすようになったのですが、そ
の父が、突然「駅前の土地に建物を建てよう！」と言
い出し、しかもそれを私に丸投げしてきたのです。
当時の私はまだ会社務めをしておりましたが、帰宅す
ると銀行の方や建設会社、設計会社の方が待ってい
て、右も左も分からない私にとってとても大変でした。
平成 3 年に会社を起こし、軌道に乗るまで 3 年かかり
ました。少しほっとしていた時に急に父が亡くなり、そ
れからあっという間の 30 年。
良い時も大変な時もありましたが、沢山の人に助けら
れて今日があるとつくづく感じています。周りの皆様
には感謝の気持ちで一杯です。
また、素晴らしい友達にも恵まれました。今は楽しく毎
日を過ごしています。
ここ数年は秘境にはまり、毎年旅行に行ってかわいい
動物たちに心を癒してもらっています。

皆様こんにちは、佐々谷悦子と申します。
私は人前で話をするのは苦手で、
どちらかと言うと、
裏方でコツコツするのがあっていると
思っております。
本日は 30 分の枠をいただいておりますが、
10 分もかからず終わってしまうと思います。
申し訳ありません、
どうぞ宜しくお願い致します。

今はこのコロナでどこにも行けずに悲しいですが、再
開出来たらまたゴリラに会いに行きたいです。
それまで頑張らなくちゃ！と思っています。
こちらのロータリークラブには菊田さんにご紹介いた
だき入会いたしました。私の知らない世界を知る事が
でき、また、皆様にお会いできて、とても嬉しく思いま
す。
何もわからない私ですが、できる事をコツコツと頑張ろ
うと思っていますので、どうぞよろしくお願い致します。

生まれも育ちも西東京市で、中・高・短大と一貫教育
を受けた後、今はもうありませんが西武石油商事とい
う会社に就職しました。
柴田君
私はお花が大好きで、『いけ込み』や『アートフラワー』
の学校に行きたいと、この会社を選びました。
当時ではまだ珍しい週休二日制の土日休日の会社
だったので、お花の学校に通うのに都合がよかったの
です。
学校に通っている時
にフジテレビの、“小
川宏ショー”の講習
会に出させていただ
き、その縁で、卒業と
同時に“小川宏ショ
ー”のスタジオのアレ
ンジメントを担当させ
ていただきました。
色々な芸能界の人達
ともお会いできまし
た。

この度私達クラブは例会場変更の新た
な旅立ちの日となりました。新たな思
いで再出発の記念日として、会員の皆
様の心に植え付けて下さい。
佐々木君 本日より、新たな会場での例会となり
ますが、今後も実りある例会となるよ
う、幹事としてがんばります。本日の
イニシエーションスピーチ佐々谷会員、
楽しみにしています。
江原君
柴田年度、ニックスからの新たな船出
が今迄以上に充実していきますように
努めていきたいですね！
寶積君
コロナ禍、第２波が落ち着いた中、本
年もインフルエンザワクチンの接種が
はじまりました。冬期に向けて、会員
の皆様のさらなる御健康を祈っており
ます。本日はじめてのニックスでの例
会、景色が良いです。

稲見君

今日から例会場がニックスになりまし
た。たいへんきれいで気持ち良く出席
出来そうです。今日イニシエーション
スピーチの佐々谷会員、お話し楽しみ
です。
菊田君
いよいよ後期高齢者の仲間入りをしま
した。先月免許更新の為、所沢警察署
で認知症のテストを受け無事ＯＫとな
りました。奥さんとも半世紀すぎ、本
当に空気みたいな生活です。佐々谷さ
ん、今日のスピーチ楽しみにしており
ます。
小林君
良いお天気、青空の下で新しい会場で
の初の例会を迎えられて嬉しい限りで
す。ニックスの職員の皆様、どうかよ
ろしくお願い致します。
小島君
佐々谷悦子会員、イニシエーションス
ピーチ、楽しみにしておりました。ニ
ックスの皆様、今後宜しくお願い致し
ます。
宮岡君
女房の誕生祝ありがとうございます。
73 才、益々弁舌豊かで毎日ご指導いた
だいております。
沼﨑君
今日から私達ロータリークラブの会場
として「ニックス」さんを使わせてい
ただきます。宜しくお願いします。春
には桜が満開になるのを楽しみにして
います。
清水(幸)君結婚祝いありがとうございます。
高田君
誕生日のお祝いありがとうございます。
「いくつになったのか」忘れました。
若松君
結婚記念日のお祝いありがとうござい
ます。早いもので 53 年になります。思
わず長女の年を数えて、もうそんなに
なったのかとびっくりしています。こ
れからも仲良くやっていきたいと思い
ます。
渡邉君
佐々谷悦子会員、本日のイニシエーシ
ョンスピーチを楽しみにしていました。
宜しくお願いします。

定例理事会（例会終了後）







11 月、12 月のプログラムについて承認
親睦旅行について承認
日程： 11 月 14 日(土)～15 日(日)
場所： 静岡県・伊豆稲取温泉
夜間例会について承認
日程： 12 月 11 日(金)
場所： ニックス
2021 年 1 月市内ＲＣ合同例会開催について
今後の新型コロナウイルスの感染状況を踏ま
えて見極め判断する

◆ 次の例会 ◆

10 月 23 日（金）
例会取り止め
10 月 30 日（金）
例会取り止め
11 月 6 日（金）
第 2 副 SAA：清水(武)会員 田端会員
卓
話：米山記念奨学生
ドゥアン ミー リン様
定例理事会（例会終了後）

