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国 際 ロ ー タ リ ー 会 長 ：マーク・ダニエル・マローニー
第2570地区ガバナー ：鈴木 秀憲

例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

通算 2022回 【例会】クラブ協議会

令和2年5月13日
◎司会：新井 公二 正 SAA

会長挨拶
浅井 純次

18時30分

◎点鐘：浅井 純次会長

幹事報告

会長

野澤 正春

皆さんお久しぶりです。新型コロナウイルスの影響で外出も自
粛という状況ですが、皆さん元気ですか。
早速ですが、皆さんのお仕事でも大なり小なりコロナウイル
の影響が出ていると思います。弊社も 4 月 13 日よりテレワー
ク体制で基本的に在宅勤務を実施しております。その中で生
産性の低下等様々な影響で売り上げダウンが生じています。
しかし、どこまで防げるかここが踏ん張りどころであります。ま
だまだ長期戦の様子です。そこで、われわれロータリーアンは
お互いに助け合えるような仕組みを考えていけないかと模索し
ております。微弱ながら何かできないかと皆さんに発信してい
きたく思っています。
また、このような状況下において例会を実施できないかも考
えています。今までの例会の形に戻すにはかなりの時間がかか

幹事

新型コロナウィルスに関する件について
国際ロータリー理事会決議事項（特に会合に関する件）
ロータリーの友・地区大会中止・地区協議会中止
地区審議事項（可決）
R 財団より
MOU のお願い（5/31 締切）
2021-22 ガバナーノミニーの公表
2022-23 ガバナー候補者推薦依頼
ガバナーノミニー：水村雅啓（まさひろ）氏 （入間 RC）
IM のお礼状 IM 実行委員長より高木神社
熊谷市国際交流会総会資料・書面決議書 （総会中止）
高城神社より春祭り中止のお知らせ
埼玉交響楽団より「第 84 回定期演奏会」公演中止のお知らせ
立正学園新聞 149 号
熊谷暴力排除推進協議会総会（書面決議）審議事項書類
熊谷さくらマラソン実行委員会より感謝状贈呈されました。

第十一回 理事会

ります。だからこそ考策して新たなる方法を見つけていきたく
思っています。

◎第 11 回本・次年度合同理事会
例会日

出席

欠席

MU

出席率

5.13

15

11

1

59.3%

〈本日 5/27 のプログラム〉
会員卓話

藤澤貞彦会員

1

決議事項

コロナウイルスによる、社会情勢に基づいた今後の予定

（国の対応に基づき変更あり）

2

次年度

・各委員長への依頼事項
・戦略計画委員会並びに委員長指名
・定款細則変更の件 （武藤会長エレクトより）

3

引継ぎ例会の件 （例会場にて通常例会時を予定）

4

新入会員・退会会員の件 （浅井会長）

5

お見舞い金の件 （野中弘之会員・井桁憲治会員）

6

5・6 月プログラムの件 （中山委員長）

出井会員退会（6 月）・ご子息様入会（7 月）

kumagaya-east-rc.com
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親睦委員会

クラブ総会

小川 智

◎事務局員内規変更
1

定年 65 才（延長 70 才を目途とする）と改正

委員長

承認
4 月誕生祝

斎藤勝治会員・小川 智会員・佐藤郁子さま

ヴァスダ・S シャルマさま・野澤益美さま・野村七重さま
おめでとうございます。
5 月誕生祝

蛭川俊也会員・井桁憲治会員・武藤慶子さま・新井弥生さま
おめでとうございます。

ニコニコ BOX

例会企画委員会
中山 康徳

宮川 進

委員長

5 月 プログラム
5月6日

振替休日のための休会

5 月 13 日

理事会（本・次年度合同）
臨時クラブ総会

5 月 20 日

休会

5 月 27 日

会員卓話

藤澤貞彦会員

5 月 30 日

剣道大会

中止

6 月 プログラム
6月3日

理事会（本・次年度合同）
クラブ協議会
１年を顧みて（三役・SAA）
誕生祝

6 月 10 日

クラブ協議会
1 年を顧みて（五大奉仕委員長）
清水利夫会員卓話

6 月 17 日

引継ぎ例会 （例会場にて）

6 月 24 日

休会

ニコニコ BOX

本日

累計

5.13

￥27,000

¥684,000

〈次回 6/3 のプログラム〉
クラブ協議会

32-2

委員

浅井純次会長・清水利夫副会長・野澤正春幹事
皆様コロナで大変でしょうが、ガンバリましょう。
4.5 月誕生祝の皆様おめでとうございます。本日宜しくお願い
します。
浅井純次会員
久しぶりの例会です。早く通常に戻ってほしいです。
「通常」のすばらしさを痛感しています。
清水利夫会員
久しぶりの例会です。皆様、お元気のようで何よりです。
野澤正春会員
妻の誕生日祝 ありがとうございます。
中山康徳会員
皆様お久しぶりです。浅井会長もコロナで思う通りの計画が実
行できず残念でしょうが、これも思い出の 1 つと、後 2 ヶ月頑
張って下さい。
佐藤良孝会員
妻の誕生日祝 有難うございました。
吉田 繁会員
新型コロナウィルスが世界中にパニックを起こしておりますが、
一日も早く、平穏な日々が戻ることを、願っています。
皆さん体調は如何ですか？コロナウィルスに負けないよう体力
をつけ頑張りましょう。
（無理をせず自分のスタンスで行きましょう）
草薙友光子会員
ひさしぶりの例会に出席させて頂き、新鮮な気持ちになりまし
た。
早く普通の生活に戻れたら良いと願います。
石井典男会員
皆様 こんにちは、お久しぶりです。
新型コロナ・ウィルスに負けないようお互いに頑張りましょう！
小川 智会員
もう少しです。ガンばりましょう！誕生祝ありがとうございます。
市川富夫会員
しばらくでございます。コロナで自粛しております？
スポーツセンター クローズで家にいるため体重増加になりま
した。
武藤 正会員
妻の誕生祝、ありがとうございました。
宮川 進会員
会員皆様お元気ですか！！ コロナに負けず頑張りましょう！！
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