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通算 第2045回 【例会】 会員卓話

例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

森田会員・吉田会員

令和3年4月21日
◎司会：宮川 繁 SAA

◎点鐘：武藤 正会長

１２日付の米紙ニューヨーク・タイムズは、日本で新型コロナ

会長挨拶
武藤 正

18時30分

ウイルス感染が収まらずワクチン接種も滞る中で東京五輪を開

会長

催するのは「最悪のタイミング」であり、日本と世界にとって
「一大感染イベント」になる可能性があると伝えたというニュー
スが真実味を帯びてきました。
武藤年度もコロナで大幅な変更を余儀なくされてきました。武

みなさん、こんにちは。

藤年度の最後のひと華で、渋沢栄一記念館見学を石井委員長が

みなさんの中で、ワクチンをうった方はいらっしゃいますか？

企画してくださりましたが、断念することとなりました。そん

医療従事者のかたは、いかがでしょうか・・・。昨日までで、

な中、新一万円札、そしてＮＨＫ大河ドラマ「晴天を衝け」の

少なくとも一回接種した人のべ２０５万人、一日５万人接種し

渋沢栄一氏のアンドロイドが話題です。アイデアを生み実現に

ています。ワクチン接種完了した人約７７万。

尽力したのが、深谷市出身でドトールコーヒーの鳥羽博道名誉

今週月曜日に熊谷市から、
「コロナワクチン接種に関するお知

会長であります。しかも、アンドロイドの開発などの費用約４，

らせ」のメール配信がありました。ご承知の方もいらっしゃる

０００万円を寄贈しました。やはり、コーヒーを販売している

と思いますが、読み上げます。

人は新井副会長もそうですが、器の大きい、たいへんなお大臣

接種クーポンの発送日は

が多いと、びっくりしました。

〇７５歳以上の方は４月２３日（金曜日）に発送
〇６５歳から７４歳までの方は５月１１日（火曜日）に発送

幹事報告

〇６４歳以下の方は国の予定に従って順次発送予定
「※ワクチンの供給量が十分でないため、段階的に発送します」

野村 泰豪

幹事

とあります。
接種予約開始日は４月２８日（水曜日）８時３０分から、予約
はクーポン券が届いてからとなります。予約サイト、
またはコー
ルセンターからご予約ください。
接種会場・接種開始日はワクチンの供給量が十分でないため、
接種会場から接種を開始します。接種会場は３会場で、妻沼保
健センター５/ １３（木曜日）
、大里コミュニティセンターと
熊谷市スポーツ文化村「くまぴあ」５/ １６（日曜日）からです。
実施日はこの３会場のみ毎週木曜日、土曜日、日曜日です。
また、病院、診療所での接種は６月に開始予定です。病院、診

米山記念奨学会より

ハイライトよねやま

熊谷市より
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療所、集団接種会場の直接のお問い合わせはお控えくださいと
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今回は「まん延防止特別措置法」がでました。５月１１日まで
の３週間です。過去２回、緊急事態宣言がでましたが、危機感

〈本日 5/12 のプログラム〉
理事会報告

はだんだん薄れてきたという実感があります。この先に東京オ
リンピック開催を政府は考えているのでしょうか？

会員卓話
kumagaya-east-rc.com

誕生祝（5 月）

野中弘之会員・蛭川俊也会員
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会員卓話

ニコニコ BOX
新井 公二

森田 政男

委員

武藤会長・新井副会長・野村幹事

会員

・40 数年続いているのは、

暖かくなってきました。

宮川会員・森田会員・吉田会員、卓話宜しくお願い致します。
石井典男会員

美術館巡りと美術品の購入です。

（絵画と焼き物）

・これより長い収集歴の間に知り得た事を話します。
本日の卓話、宮川会員、森田会員、吉田会員宜しくお願いします。 1. 美術品の世界では偽物の存在は当たり前である。
楽しみにしてました。
（何故なら弟子の勉強法は模写である）
市川富夫会員

宮川会員・森田会員・吉田会員
岩崎孝男会員

卓話宜しくお願いします。

2. 相場は景気と作者の人気により大きく動く。よって買いの時

期を選ぶ事が肝要である。尚、今の相場はバブル時の 5 分の 1
くらいであり、良い作品が安く買えます。

本日の、会員卓話を楽しみにしております。

3. ほとんどの人は 70 才くらいまでは買い、70 才を過ぎると

森田政男会員

売りに転ずる。しかしごく稀に幾つになっても買い続ける人が

今日は会員卓話の番です。気が重い状態です。

いる。よく言えばその人は非常にバイタリティーのある人であ

吉田 繁会員

皆さん今日は私の卓話当番です。私のつたない卓話を聞いて下

さい。宜しくお願いします。先ずはコロナに感染しないよう十
分に注意して参りましょう。

り、悪く言えば年を考えない馬鹿かも知れません。
（因みに私
は年を考えない馬鹿です）

4. 収集家の究極の収集品は仏画と仏像と云われている。罰当た

りと思われるが、仏画仏像の盗難が多い理由かも知れません。

野村泰豪会員

ワクチンの接種で副反応のでる方は若い証ですので、安心致し
ましょう。逆に副反応が出ない方は老化が進んでます。
小川 智会員

本日は小学校の歯科検診の為、欠席させて頂きます。宮川さ

ん、
森田さん、
吉田さんの卓話を楽しみにしておりました。また、
個別でお願い致します。

（私にとっては、まだ未踏の地です。
）

会員卓話
吉田 繁

会員

私は若い頃から、音楽を聴く

ことが好きで、映画音楽等の

テーマ曲をよく聞いていましたが、

宮川 進会員

森田政男会員、吉田 繁会員卓話楽しみにしてます。よろしくお
願いします。私も卓話頑張りますので、よろしく！！

そのうちに聞いているだけでは収まらなくなり、真空管アン
プの製作の挑戦が始まりました。何と言ってもアンプ作成に
は、シャーシへのトランス等の位置決めが肝心です。間違え

浅井純次会員

あたたかな日が続いていますが、みなさん体がなまっていませ
んか。5 月 26 日当クラブゴルフコンペが川越カントリークラブ
で行われます。皆さん奮ってご参加下さい。

て位置決めをしてしまうと、電源トランスからのノイズを
拾ってしまうので失敗に終わります。失敗を幾度か繰り返し

ましたが、正しい部品配置が出来るようになって来ました。
勿論石のアンプには挑戦したことはありません。

野中弘之会員

コロナおさまりそうもありませんね。年寄りにはボケが進みそうです。
宮川さん・森田さん・吉田さん本日は宜しく！

真空管アンプの作成はソケットのスペースが広いのでリー

ド線の半田付が楽にできます。配線が見た目にも綺麗に収ま
ります。また、ノイズを拾わずに出来るのです。現在は部屋

清水利夫会員

宮川 進さん、
森田政男さん、
吉田 繁さん卓話を楽しみにしていました。
藤澤貞彦会員

宮川 進会員・森田政男会員・吉田 繁会員、卓話ご苦労様でした。
角田 健会員

宮川さん、森田さん、吉田さん卓話楽しみにしています。
中山康徳会員

本日は、宮川会員・森田会員・吉田会員の卓話を楽しみに出席
いたしました。宜しくお願い致します。

のインテリアにもなる BOX の製作を楽しみながら挑戦して

います。ちなみに今作成しているのは 25cm のウーファー
専用の箱です。これが完成すると、3 ウェイで聴けるので楽
しみながら挑戦しています。

（W340×H700×D470）（24mm バーチカル合板）

会員卓話
宮川 進

会員

草薙友光子会員

コロナでうっとうしい日が続いておりますが、せめて冊子だけ
でもお花めぐりをしてください。

〈次回 5/19 のプログラム〉

ニコニコ BOX

本日

累計

会員卓話

4/21

￥19,000

¥452,000

出井計多会員・寿谷光洋会員
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