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12 月 4 日)

柴田譲会長
国歌斉唱・奉仕の理想
高田会員 若松会員

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
19 名

出席率
82.61 ％

会長の時間

柴田 譲 会長
【現執行役員の半期 12 月度を迎えて】

例会の記録

現在のコロナ状況も決して楽観視出来ないところにあ
ります。
第 2 波と言われる 8 月 7 日に全国の感染者数が 1500
人台をピークにして、一応 9 月～10 月は 500 人前後
を推移しておりました。が、ここ 11 月に入り感染者数
増加傾向になり、11 月 28 日に 2670 名の現段階での
ピークに達しております。
その後 2000 人台前後の数で現在まで推移しておりま
す。
この状況の下で私達のクラブ運営（活動）がどうあるべ
きか日夜苦慮しているところです。
何はともあれ、毎年行われている公式行事は重要度
を鑑み執行役員と協議しながら進めてまいります。
当面の公式行事の一つであります、令和 3 年 1 月 22
日の「市内 2 クラブの夜間合同例会」は、市長、JC 理
事長の御臨席を賜り実施していく所存です。
今後共宜しくご協力をお願い致します。

幹事報告

7 月から現執行部態勢で臨んでから早や 6 ヵ月になろ
うとしております。
コロナ感染の環境の下ですすめてきたクラブ活動に
対し、新たに感ずる事が多々ありました。

< 佐々木康 幹事 >
・12 月のプログラムが理事会で承認
・本庄南 RC のクラブ名称が「2570 パスポートロ
ータリークラブ」に変更
・親睦旅行の写真を Google ﾌｫﾄにアップ
・今年度下期会費納入のお願い
受贈会報
・所沢中央 RC
・所沢西 RC
回
覧
・RI 日本事務局より在宅勤務のお知らせ
・ハイライトよねやま
・AAR ニュース
・医療法人尚寿会グループ広報紙「Show 尚」
・例会変更のお知らせ
飯能 RC 新所沢 RC 所沢 RC 所沢中央 RC
入間 RC

委員会報告

Ｒ財団個人寄付者へ
認定品の贈呈

・社会奉仕委員会
< ○
代 佐々木康 幹事 >
ひまわり倶楽部賛助会員のご案内
及びご入会のお願い
2021 年度賛助会員募集
たんぽぽ会員 6,000 円
ひまわり会員 12,000 円
入会ご希望の方は
1 月末までに申込書をお送りください！

何卒ご協力下さいますようお願い致します。
・親睦活動委員会
< 小林奈保絵 委員長 >
12 月記念日のお祝い
会員誕生
小幡君
佐々木君
結婚記念
高田君

清水武信会員

若松泰誼会員
柴田譲会員

地区大会
「満 90 歳以上の正会員」の表彰
守屋昭夫会員

＊暫く欠席されている為会長よりお届けいたしました。

親睦旅行のお礼
11 月 14-15 日に参加者 20 名で稲取温泉バス旅
行に行ってまいりました。新型コロナウイルス
の感染対策もしっかりとなされており、とても
スムーズに楽しい旅行ができました。
参加出来なかった方にお土産を買ってきまし
たので本日お持ち帰りください。

・Ｒ情報・雑誌委員会 < 沼﨑正徳 委員長 >
「ロータリーの友 12 月号」の紹介
【横組み】
ＲＩ会長メッセージ（P3）
新型コロナ対応
世界のクラブの例会は今（P7-9）
疾病予防と治療月間
People of Action
初めての国際法事業の楽しみ方（P10-11）
ロータリー国際大会
躍動する台北（P22-31）
大人の着こなし図鑑（P44-45）
【縦組み】
環境中の有害物質の健康に与える影響（P4-8）
この人訪ねて
矢野希実さん・玉名中央 RC（P9-12）
ロータリー俳壇・歌壇・柳壇（P14-15）
友愛の広場
利害関係のない、本当の友情（P16）

・・・クラブ協議会・・・
年次総会
会長エレクト 菊田邦彦
今年度会長エレクトを
拝命いたしました菊田
です。
ロータリークラブに入
会してまだ短いので、
知らない事が多く、周
りの方たちに大変ご
迷惑をおかけしており
ます。
本日のクラブ協議会も一体何をすればよいのか、そ
れすらもわかりませんでした。柴田会長に伺ったとこ
ろ、次年度の新体制の経過をそのままお話しすれば
よいとの事なので、現在の状況をお話ししたいと思い
ます。
まず、私の力になって頂ける方をと幹事役を小林さん
にお願いしたところ、大変快く引き受けてくださいまし
た。これから来年度の理事・役員選出に向けて、小林
さんと二人三脚で皆様にお願いに伺いますので、何
卒宜しくお願い致します。
今後一番危惧するのは、新型コロナウイルスです。
今年は新型コロナウイルスの影響で、様々な会合が
中止となり、勉強する機会も減りました。対面すること
も減りました。
これからどうなるのか全く予想がつきませんが、開催さ
れる会合やイベントに出来る限り足を運び、わからな
い事は人に聞いて一つ一つ学んでいきたいと思って
います。
先日、75 歳になってはじめて四国八十八カ所の巡礼
に行って参りましたが、そこでも今更ながらの 「初め
て」 がたくさんありました。
皆様に色々と教えていただきながら 「初めての会長」
を務めさせていただきたいと思っておりますので、何
卒宜しくお願い申し上げます。

2021-22 年理事・役員のご報告
（2020.12.4 現在）

会 長
幹 事
その他

菊田 邦彦
小林奈保絵
未
定

柴田君

コロナ感染拡大の中で例会に参加いた
だきありがとうございます。
佐々木君 お誕生日のお祝いありがとうございま
す。
浜野君
親睦旅行のお土産を頂いて恐縮してお
ります。有難うございました。早くコ
ロナが終息して皆様と安心して旅行に
行かれる日が来ます様に。
栗原(成)君 11 月 22 日で後期高齢となりました。
保険証が変わったのには少しショック
でした。
沼﨑君
先日の親睦旅行では有難うございまし
た。特に食事が良く、体重が増えまし
た。地域振興の金券で購入した「にら
山」のかたいパン、まだ残っています。
小幡君
今日 76 才の誕生日を迎えました。週 1
回のゴルフと週 2 回のジム通いで身体
を鍛えています。
清水(武)君親睦旅行のおみやげありがとうござい
ます。
高田君
結婚記念のお祝いありがとうございま
す。1 年経つのが早くて記念日を忘れ
ていました。
（結婚記念日は討入り記念
日です）
若松君
先日の親睦旅行楽しかったです。

定例理事会（例会終了後）






1 月、2 月のプログラムについて
承認
2021-22 年度米山記念奨学生受入について
希望する
栗原憲司会員 12/4 付退会申し入れについて
承認
新規入会者について
例会場の換気について
冬期は常時開け放しだと寒いので、一定時間
に数分換気するよう施設側に相談

㈱ワールドプランニングオフィス 関様
が親睦旅行のお礼にいらっしゃいました。

大変貴重なお時間をいただき大変恐縮です。
11 月 14-15 日のバス旅行では大変お世話になりました。ありがとうござ
いました。
ご参加いただいた方におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大
防止にご協力いただく事が大変多くあった２日間でした。改めてご協
力に御礼申し上げます。
観光産業全体で見通しの見えない厳しい状況が続いておりますが、
来年もまた前を向いて頑張って参りますので、今後共どうぞ宜しくお願
い致します。

◆ 次の例会 ◆
1 月 15 日（金）
1 月 22 日（金）
1 月 29 日（金）

例会取り止め
狭山市内 2RC 新春合同例会
会場： ニックス
時間： 18：30 より
例会取り止め

