
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長エレクト 中澤信敏君より 

次年度理事役員及び委員会構成

の発表がありました。 

新年度に向けての抱負が力強く

述べられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度に向けて 

 

 

         会長 宮澤 広一君 

  
先週はお休みでしたので、2 週間ぶりの挨拶で

す。さて今日は何の日かというと、桃の節句です。

私は、娘が 2 人います。その二人が中学生ぐらい

までは、毎年、お雛様を飾ったものですが、高校

生になり、社会人になり成長してしまうと、もう

飾らなくなってしまいます。少し寂しい気もしま

すが、考えてみるとお雛様を飾ったり片付けたり

するのは 1 日がかりでしたので、今は子供も親も

だいぶ楽をしています。皆さんの家ではどうでし

ょうか？ 

 話は変わりますが、最近は新型コロナウイルス

が世間を騒がせています。私は 10 日間ほど台湾

に行ってきましたので海外での様子を少々お話

ししたいと思います。台湾では、いち早く中国人

の来台を禁止し、旧正月は、公共機関から店舗ま

で、人混みができそうなところは全て休みにし、

ホテルでは来場者全員の体温チェック、手の消毒、

小中学校は春節休みの１月２３日からの２月２

５日までの 1 ヶ月が休みでした。そして、町の至

る所に消毒液が置いてありました。私が行ってい

る時は台湾の感染者は 28 人でした。その時日本

は数百人の感染者が出ていましたので、台湾人に

「日本は大丈夫ですか？」と同情されたり、「日

本にしては、対応がご粗末なのでは？」という批

判まで聞こえてきました。台湾では数年前に

SARS が流行したので、その時の経験をもとに、今

回の新型コロナウイルスに対応したようです。

 
  役     員 （理 事）  

                

    理       事  

会   長  中澤 信敏  クラブ強化部長  水野 泰雄  

会長エレクト  山崎 芳雄  例会運営部長  柄澤  堯  

副 会 長  水野 泰雄  
奉仕プロジェク

ト部長  
清水 一典  

幹   事  吉田  穣      

会   計  渡邉 章貴      

Ｓ．Ａ．Ａ  杉山  裕      

副 幹 事  生川 秀樹      

直 前 会 長  宮澤 広一      

委員会名  部長・委員長 副委員長  委  員  

クラブ強化部  水野 泰雄  横沢  正    

会員増強  水野 泰雄  飯島 伴典  西澤 尚夫、斉藤惠理子  

広報・情報委員会  横沢  正  清水 一典  飯島 俊勝、山田  豊  

例会運営部  柄澤  堯  北村 久文    

① 出席・ニコ BOX  渡邉 章貴  西澤 文登  北村 久文、齊藤  仁  

② 会報  合原 亮一  齊藤  仁  宮原 宏一、湯原  剛  

③ 親睦・会場  北村 久文  山田  豊  杉山  裕、小嶋 修一  

④ プログラム  柄澤  堯  小嶋 修一  笠原 一洋、西澤 文登  

奉仕プロジェクト部  清水 一典  生川 秀樹    

① 職業奉仕  飯島 伴典  西澤 尚夫  肥田野秀知、飯島 俊勝  

② 社会奉仕  斉藤惠理子  宮澤 広一  笠原 一洋、宮原 宏一  

③ 国際奉仕  生川 秀樹  田中 栄一  肥田野秀知、湯原  剛  

④ ロータリー財団  清水 一典  合原 亮一  田中 栄一、松澤 一志  
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我々日本人もたまには近隣の国から学ばなければ

ならないようです。 

今日は、来年度の人事がだいぶ決まってくるよ

うです。少人数の六文銭ロータリーですので、ど

のような立場になろうとお互いに助け合って活動

していく事がとても大切に思います。以前は頭で

わかっていても、行動がなかなか伴いませんでし

たが、いざ会長を経験し、9 ヶ月が過ぎ、メンバ

ーの皆様に助けていただく事が多かっただけに、

協力し合うことの大切さが身にしみてわかってき

ました。 

だんだん次期に向けた活動が増えてくる時期にな

りました。前向きに協力していきたいと思います。 
  

 

 
幹事  
北村 久文君 
        

１． RI より 

・the rotarian 3 月号 

・コーディネーターニュース 3 月号 

２． 米山奨学会より 

   ・ハイライトよねやま 239 号 

   ・1 月の寄付金傾向 

   ・事務局開室時間変更のお知らせ 
３． 地区事務所より 

   ・コロナウィルス対応に関する通達 

   ・R 財団寄付金明細 

４. 蓼科 RC 山浦ガバナー補佐様より 

   ・IM 開催御礼 

５. 上田東急 REI ホテルより 

   ・従業員用喫煙ブースについてのお知らせ 

恵送 

１.  上田西 RC 様、桐生赤城 RC 様・‥会報 

全会員配布物 

１. 当クラブ会報 1050 号・1051 号・1052 号 

２． 2-4 月プログラム 

３. ロータリーの友 3 月号 

 

 
          湯原  剛君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  26 3 0 88.46％ 
前々回 25 6 2 84.44％ 
 

山田 豊君  コロナウィルスで街が静かです。

景気が心配です。 

杉山 裕君  インフルエンザの患者さんがいな

くなりました。 

 

斉藤惠理子君 今日はひな祭り！お祝い気分にな

れません。 

       キッチンペーパーマスク手作りし

ました。見てください！ 

 

 

 

 

 

肥田野秀知君 笠原 一洋君 柄澤  堯君 
北村 久文君 松澤 一志君 宮原 宏一君 
宮澤 広一君 水野 泰雄君 中澤 信敏君 
西澤 尚夫君 西澤 文登君 山崎 芳雄君 
横沢  正君 吉田  穣君 清水 一典君 
合原 亮一君 湯原  剛君 齊藤  仁君 

 

 
□司  会    渡邉 章貴君 
□開会点鐘    宮澤 広一君 
□斉  唱  国歌  奉仕の理想 
□寄付表彰 
 R 財団ポールハリスフェロー+1 
     横沢 正君 
 

□慶  祝 
 皆 出 席  水野泰雄君 (10 年) 
 誕生日祝   
      杉山 裕君 (1 日) 
      山崎芳雄君 (7 日)  
□委員会報告 

 広報・情報委員長 水野泰雄君 
   
 
 
 『ロータリーの友』記事紹介 

 

 

山崎芳雄君より 

 

宮古島土産 『黒糖』を 

全会員にいただき 

ました。 

ありがとうございます。 


