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例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

理事会報告

令和3年3月17日
◎司会：宮川 進 SAA

◎点鐘：武藤 正会長

そこで主治医の先生に相談しました。すると、「武藤さんの

会長挨拶
武藤 正

18時30分

場合、難しいですね。ワクチンの副反応も怖いけど、コロナ

会長

のほうがもっと怖い。私があなたの立場なら、ワクチンを選
びます。できれば、大きな病院で接種して、万一に備えた方
がいいでしょう。またプレドニン錠剤を少しでも飲んでおけ
ば、アナフィラキシーをやわらげる効果があります。
」

みなさん、こんにちは。お久しぶりです。能美防災の職場訪問
以来で２カ月ぶりです。

これを信じて受けてみようかなぁ、でも死んじゃうかもしれな
いし、遺書でも書いておこうかなぁと考えているところです。

新型コロナの緊急事態宣言が延長している状況下、相原茂吉ガ

幹事報告

バナーからも飲食を伴う会合は自粛してくださいとの要請が来
ております。みなさんにおかれましては、ご理解のほどをよろ
しくお願いいたします。

野村 泰豪

幹事

また、本日のスピーカー野中氏（腰痛）
、蛭川氏（商用）とも
に欠席です。誕生祝２ヶ月分５名なので、今日はたっぷりとお
話しください。

さて当社の取扱いメーカーの工場でもコロナが出て、生産ライ

ンが止まり、納期内に収まらないので、キャンセルになった仕
事も出てくる有様です。

何はともあれ、
ここのところの閉塞感は大変なものだと思います。
だからでしょうか先日、変な夢を見ました。ここからは夢の話

です。
・・・
「もうロータリー、はじまっているから、早く来い」
と電話があって、飛び起きました。急いで流通センターにむか

いました。いつもの例会場の扉を開けると、中は真っ暗で、な
ぜか大ホールのようでした。中に入ると、重い扉がドンと閉ま
り、閉じ込められてしまいました。

真っ暗なステージにライトが当たり、看板を見ると、
「５クラ
ブ合同現役、物故会員特別例会」そしてよりによって、
「熊谷
東ロータリークラブ主催」と書いてありました。

「いつまで待たせるんだよ。はやく会長挨拶するんだよ」と暗
闇の中から、熊谷ＲＣのＫさんらしき声。
（現役会員は名前が

分かってはまずいのでモザイクをかけておきました）
「あれ会
長ともあろう人が会員バッチも襷もしてないぞ」小林熊二さん

地区事務所より
2021-22

会長研修セミナー

（PETS 開催：4/3( 土 )13:00 〜紫雲閣）
2021

地区研修・協議会開催

4/18( 日 )13:00 〜飯能市市民会館
会長・幹事・次年度各担当委員長

ロータリーの友事務所より

新型コロナウイルスに関する友事務所対応の件

熊谷南 RC より

事務所移転のお知らせ (3/8 より )
熊谷市鎌倉町 149 MK ビル 202

高城神社より

4/10 祈年祭は役員総代・神職のみで行う

熊谷東ロータリークラブゴルフ同好会より
ゴルフコンぺ開催のご案内

4/13( 火 )8:15 〜熊谷ゴルフクラブ
例会日

出席

欠席

MU

出席率

3/17

18

9

0

66.7%

らしきしゃがれ声。マイクの前ですっかりあいさつを忘れ、固
まる私。
・・・そこで目が覚めました。コロナでストレスを

感じていたのでしょうか。
本当に不思議な夢をみたものです。
はたして、新型コロナはどうなるのでしょうか。

私の場合、強度のアナフィラキシー持ちなので、ワクチンを
うっていいものか、ダメなのかわかりません。

kumagaya-east-rc.com

〈本日 4/7 のプログラム〉
理事会報告

誕生祝（4 月）
会員卓話

藤澤貞彦会員・安藤久乃会員・細川末廣会員

20-1

例会企画委員会
佐藤 良孝

ニコニコ BOX

委員長

安藤 久乃

3 月 プログラム

委員

武藤会長・新井副会長・野村幹事

三寒四温になりました。季節の変わり目ですので、お身体お気

3月3日

休会
理事会のみ開催

を付けてお過ごし下さい。

3 月 10 日

休会

本日も宜しくお願いします。誕生日祝いありがとうございます。

3 月 17 日

会員・パートナー誕生祝（2,3 月）
会員卓話 野中弘之会員・蛭川俊也会員

会員の皆様お久しぶりです。コロナ禍とは言え、淋しいですね。

3 月 24 日

休会

3 月 31 日

休会

野澤正春会員

中山康徳会員

早くロータリー活動が楽しく出来る様
浅井純次会員

久しぶりの例会です。みなさんの顔が見れて話しができて早く
普通になってほしいです。
4 月 プログラム

野村泰豪会員

誕生祝ありがとうございます。ついに還暦を迎えました。

理事会報告
誕生祝（4 月）
会員卓話 藤澤貞彦会員・安藤久乃会員
細川末廣会員

一回りしてまた、人生進みます。

4 月 14 日

休会

誕生祝い、ありがとうございます。

4 月 21 日

会員卓話

4 月 28 日

休会

4月7日

宮川 進会員・森田政男会員
吉田 繁会員

親睦委員会
寿谷 光洋

願うばかりです。

委員

藤澤貞彦会員

妻の誕生祝ありがとうございます。
清水利夫会員

午後 1 時 30 分からの裁判があるため早退させて頂きます。
佐藤良孝会員

誕生祝有り難うございます。
寿谷光洋会員

早く飲み歩きしたいですね。野中会員・蛭川会員卓話楽しみに
しています。
高橋勤二会員

お久しぶりです。皆様の元気をいただきありがとうございます。
草薙友光子会員
2 月会員・パートナー誕生祝
清水利夫会員・野村泰豪会員・野澤正春会員
寿谷史絵さま・藤澤節子さま・森田文子さま
3 月会員・パートナー誕生祝
寿谷光洋会員・佐藤良孝会員・角田 健会員
野中幸子さま

しばらくぶりロータリーに出させて頂きました。
皆様にお会い出来てとてもうれしく思います。
安藤久乃会員

久しぶりに皆様にお会いできるのを楽しみにしておりました。
野中会員、蛭川会員の卓話も楽しみにしております。よろしく
お願い致します。

おめでとうございます。
ニコニコ BOX

本日

累計

3/17

￥24,000

¥397,000

〈次回 4/21 のプログラム〉
会員卓話

宮川 進会員・森田政男会員・吉田 繁会員

20-2
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