
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一年間お世話になりました！  

2019-20 年度役員・委員長の皆様に活動報

告と引継ぎ事項を発表いただきました。 
(演題にアクリル板を設置。マスクを外していただきました。) 
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第 1058 回例会 2020 年 6 月 9 日 

ＳＡＡとして、粛々と進めてきま
した。今後もしっかりと勉強して
いきたいと思っています。 

年度初めに齊藤君の入会で純増 1名の
目標達成を果たしました。来年度は増
員よりもコロナ禍による退会防止に
努めていただきたい。 

当初は予定通りですがコロナで様子が
一変。会長挨拶等ホームページ上で皆さ
んに公開しました。次年度も引き続き新
しい広報の方法を検討いただきたい。 

出席は 4/7 までは非常に順調平均 90％の
出席率。ニコ BOX も予算通りの進み具合
だったが、コロナで中断した結果未達と
なる。会計は多くの企画が中止になり、繰
越となりました。 

今年度は 100％出席、役目を果たせそう
です。会報委員会は何度も経験していま
すが、今年はパソコンでメモを取ってい
ただくなど楽をさせていただきました。
告知や会員紹介などできないものがあり
今後の課題です。 

ガバナー補佐輩出年度につき、覚悟して
いましたが、コロナで計画中止が続きま
した。合同新年会ではご協力をいただき
ました。縁起物抽選会をお配りしたので
福が来ると信じています。 

会長方針により会員卓話を多く計画しま
した。新入会員中心でほぼ計画通り。ただ、
後半例会中止により、お話をお聴きできな
かった方もおりました。 

職場例会 2 回の予定がコロナ禍で㈱トー
ワ金属様への 1 回となりました。ですが、
齊藤仁君、合原君の卓話にて職業奉仕の
お話を伺うことができました。 

委員長が一手に引き受けてくださいま
した。計画は順調に進みました。 

本来なら今頃はハワイの国際大会で国際奉
仕をしている予定でしたがコロナで中止。
軽井沢ホストの奨学生をお招きして卓話を
していただきました。国際交流のむずかし
い年となりました。 

財団寄付状況は年初の計画通り。補助
金事業は台風やコロナの影響でいろ
いろ影響がありました、まだ活動継続
中です。 

今年度は変更が多く、会員の皆様にご
迷惑をおかけしました。個人的には G・
W に初めて店を閉める事態となりま
した。大役を引き受けた年は何かが起
きるので今後は要検討です。 



 

 
 

 

 

ようやく例会を再開できました！  
 

 

 

           会長 宮澤 広一君 
 コロナ騒ぎで 4 月 7 日から例会が休会になりま

したので、2 ヶ月ぶりの例会となります。思い起

こせば4月 7日は、晴れでした。最高気温は 18℃、

最低気温はなんと 0.8℃、前日には氷が張ったよ

うでした。それが 2 ヶ月経つと、最高気温は 30℃

を超え最低気温も 16°C となり、夏の服装で丁度

良い季節になってきました。月日の経つのは本当

に早いものです。 
さて、皆様のこの 2 ヶ月間はいかがでしたでし

ょうか？ 仕事のことを考えるとつらいことも多
かったと思います。私も、台湾ビジネスはストッ
プしたままです。経済が後退すると大きな買い物
は控えますので家も建たなくなってきました。仕
事のことではつらいことが多いですが、仕事のス
タイル（仕方）を変化させていきながら、世の中
の変化に対応しなければならないと考えていると
ころです。 

仕事以外でこの 2 ヶ月間で変わった事は、私の
場合、地元への密着度かもしれません。一番は自
治会の役をきっちりこなすこと。いまは浦野自治
会の水利委員長ですので、水門や水路の見回りは
もちろんのこと、水不足への対応もしました。4 月
〜5 月は、代かきと田植えのための注水、６月は、
除草剤を撒くための注水です。冬の雪不足の影響
で、川の水も少なく、一時は溜池の水を落とす騒
ぎもしました。さいわい雨が降って、溜池の水は
利用しませんでしたが、ほぼ毎朝、地区内を見回
り、全ての田んぼに水が行き届いているか確認す
る毎日です。週に一度や二度は「おらちの田んぼ
に水がきていない」というような苦情の電話がか
かってきます。それらに対応しながら、水路の水
の量を毎日気にしています。地区内の農業用水路
と水門のことに関してはかなり熟知でいきてきま
した。それが今後の人生で役に立つかはわかりま
せんが、今は、その役目を果たそうと必死に動い
ています。仕事もたいして忙しくないので丁度い
いかもしれません。 

さて、本題に入ります。いよいよ 6 月になり、
ロータリーの２０１９〜２０年度も残り 1 ヶ月と
なりました。年間のまとめを行い次年度へと引き
継いでいく 1 ヶ月です。「終わり良ければ全て良
し」という言葉もあります。とにかく、有意義な
ひと月にしたいと思います。メンバーの皆様方の
ご協力と、例会への参加をお願いして、会長挨拶
といたします。 

 

 

 
幹事  
北村 久文君 

１． 地区事務所より 
・次年度 RLI 中止のお知らせ 

全会員配布物 
１. ロータリーの友 5 月 6 月合併号 
２．月信  ６月号 

 

 
          湯原  剛君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  26 2 0 92.30％ 
前々回 26 3 2 96.15％ 
宮澤広一君  久しぶりの例会です。例会を開催

できる喜びを感じています。 

北村久文君  2 か月ぶりの再会です。お元気で

したか？ 

飯島 俊勝君 笠原 一洋君 柄澤  堯君 
松澤 一志君 宮原 宏一君 水野 泰雄君 
中澤 信敏君 西澤 尚夫君 西澤 文登君 
生川 秀樹君 斉藤惠理子君 田中 栄一君 
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 
□当面の間ロータリーソング斉唱は省略します。 
□慶  祝 (5 月・6 月) 

 

皆 出 席  西澤 文登君(36 年) 

 誕生日祝    

  肥田野秀知君(5/18) 田中 栄一君(5/21) 

  飯島 俊勝君(6/3)  齊藤  仁君(6/6) 

  宮原 宏一君(6/21)  

 結婚記念祝 

  北村 久文君(5/22) 清水 一典君(6/1) 

  飯島 俊勝君(6/3)  合原 亮一君(6/3) 

  杉山  裕君(6/5)  生川 秀樹君(6/10) 


