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通算 第2053回  【例会】　会員卓話　岩崎孝男会員　　　 令和3年8月4日

◎司会：宮川 進 正 SAA　◎点鐘：浅井 純次 会長エレクト

会長挨拶
野澤 正春　会長

理事会報告
浅井 純次　会長エレクト

東京オリンピック開催から、残すところ、後 5 日と

なりました。

コロナが終息に向かうどころか、感染拡大のなか、

また開催反対の意見が多いなか、感染対策をし、携

わる関係者のご努力で、今日に至っております。

　私は、ケガをしたこともあって、毎日テレビにて

観戦しております。

日本人選手も開催国とあって、とても健闘していて、

いい試合を見させてくれています。

選手の方々にとっては、開催していただき、5 年間

の努力を披露できて、とても感謝している内容のイ

ンタビューが多くあり、また、見ている側にとって

も迫力ある感動的なシーンを多々　目の当たりのす

ると、無観客でもこうやってテレビ等で、伝わって

くるものがあります。

　このまま、無事終了することを祈りながら、最終

日まで、楽しませていただきます。　

ただ、コロナ感染拡大が起こらないことを願って・・・

皆様もくれぐれもお気をつけて体を大切にしてくだ

さい。

地区事務所より

　米山記念奨学会研修旅行延期のお知らせ

立正大学ラグビー部後援会より

　役員書面決議について

例会日 出席 欠席 MU 出席率
8.4 15 8 1 66.7%

全快祝い
細井 末廣　会員 

〈本日 11/10 のプログラム〉
理事会報告

クラブフォーラム
誕生祝（9.10.11月）
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1 前年度会計決算の件　（武藤直前会長） 承認

2 本年度予算の件　（野澤会長・中山会計） 承認

3 理事会議事録署名人
本年度は直前会長とする件

承認

4 寿谷光洋会員　お見舞金の件 承認

5 出席免除申請の件　野中弘之会員より
（書類添付）

承認

6 8・9 月プログラム　野村泰豪委員長より
（別途添付）

◎総括事項

第二回 理事会 例会企画委員会
野村 泰豪　委員長 

9 月 プログラム 

9 月 1 日 休会

9 月 8 日 理事会報告
誕生祝（9 月）
会員卓話　清水利夫幹事

9 月 15 日 休会

9 月 22 日 会員卓話　石井典男副会長

9 月 29 日 夕刻移動例会　采帆久亭

8 月 プログラム 

8 月 4 日 理事会報告
誕生祝（8 月）
会員卓話　岩崎孝男会員

8 月 11 日 休会

8 月 18 日 休会
定款第 7 条 d-(3) に基づく

8 月 25 日 休会
定款第 7 条 d-(3) に基づく
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親睦委員会
小川 智　委員長 

8 月会員・パートナー誕生祝

森田政男会員

草薙 光様

おめでとうございます。

ニコニコ BOX
新井 公二　委員 

蛭川俊也会員

5月 3 日の誕生祝ありがとうございました。

毎日おいしくコーヒーを頂いています。

浅井純次会員

会長、副会長不在のため、本日会長代行を務めさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。

野村泰豪会員

岩崎会員、本日の卓話を楽しみにしておりました。

宮川 進会員

岩崎孝男会員卓話よろしくお願いします。

中山康徳会員

本日は岩崎会員の卓話を楽しみに参加いたしました。

細川末廣会員

病気療養で 2ヶ月休会し皆様にはご心配をおかけしま

した。

どうにか今日から出席出来るようになりました。クラ

ブからのお見舞ありがとうございます。又、7 月 7 日

の妻の誕生祝ありがとうございました。室内が花で明

るくなりました。

藤澤貞彦会員

岩崎会員の卓話　楽しみにしておりました。

よろしくお願い致します。

草薙友光子会員

岩崎さんの卓話を楽しみにしております。

主人に誕生日プレゼントをありがとうございます。

新井公二会員

岩崎会員の卓話たのしみです。昔の苦労話もききたい

です。

ニコニコ BOX 本日 累計

8.4 ￥29,000 ¥95,000

会計報告 ( 前年度 )
武藤 正　直前会長 

会計報告 ( 今年度 )
中山 康徳　委員 

野澤正春会長・石井典男副会長・清水利夫幹事

本日は会長と石井副会長が欠席で申し訳ありません。

浅井純次会長イレクトよろしくお願いします。

清水利夫幹事

本日は会長、副会長欠席のところ、理事会が無事終了

しました。

ご協力ありがとうございます。

武藤 正会員

本日、熊谷は猛暑日です。気をつけて生きましょう。
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会員卓話
岩崎 孝男　会員 

　各年度の計画書に掲載されている当クラブの誕生

は、１９７６年１１月２４日に設立され、翌年の１月１７

日にクラブとして認証されました。スポンサークラブ

は熊谷ロータリークラブ特別代表は近藤義次様にて、

１９７７年１０月８日に認証状伝達式 ( チャーターナイ

ト) が４２名の会員にてここ流通センターの会館で行

われましたが、私の入会は８月２４日で入会後１ケ月

少々にてチャーターナイトを経験しました。緊張の連

続だった事を思いだされます。それから、今年で４４

年がたちましたが、今ではチャーターメンバは清水さ

んと野中さんと私の３名に成りました。

一番の理由はそれぞれの方が高齢とか、又、子クラ

ブとして南クラブを特別代表として清水会員の努力に

て誕生させ、キーメンバとして 1０名近くの会員が移

籍なども在りました。４４年の過去を振り返れば、い

ろいろな事も在りました。

歴代の会長さんと年度の理事・役員さんの努力で、ク

ラブも４４年継続しておりますが現在のコロナ過をど

うかじ取りをし、運営を継続していくのも大変な努力

を要する事と思います。

ここで、提案があります。

昔のロータリーには、厳しさが在りました。

ただ、厳しいのでは無く思いやりも、ありましたよ。

今は、どうでしょうか。

一つの組織として、厳しのが良いとは思いませんが、

組織としてのルールは守りたいと思いませんか。

昔は、例会欠席の場合にはメーキャプカード ( 他クラ

ブ訪問 ) の提出とか６０% 以上の例会出席とかいろい

ろ在りましたよ。

何も、それが良いとは思いませんが、現況を考えると、

魅力あるクラブ運営を一番に考えなければだと思います。

「魅力あるクラブに魅力ある仲間たち」のクラブに、

野沢会長さんの持前の明るさを前面に出していただき

クラブ運営をお願いし、卓話を終了させていただきま

す。私も若かった４４年前の３７歳でチャーターナイト

を経験しました。

〈次回 11/17 のプログラム〉
ガバナー補佐訪問

岡部俊之 氏


