
 

◇歌唱 「君が代」 「奉仕の理想」 ◇四つのテスト唱和［木村邦佑会員⇒］ 

◇会長挨拶      ◇幹事報告   

◇委員会報告 会員増強・維持 他 ※新型コロナウィルス感染拡大に伴い時間短縮     
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2019-2020 年度 

painted by Kenzo Tanaka 

第 60 代会長 澤邑 重夫 

第 60 代幹事 杉本 剛昭 

2020 年 2 月 27 日（木） 第２８８７回例会 天候：晴れ 司会：杉田祐一副幹事 No. 32 

＝本日の例会行事＝ 

◎ゲスト・ビジター紹介 

薗 信雄様（東京銀座ＲＣ） 

◎諸事お祝い 

☆誕生祝 和田幸男君 ・ 古知屋光洋君 ・ 大箭剛

久君 ・ 小澤雅彦君・橋本正一君 ・ 熊澤孝之君 （お

米券）［お祝いの歌：おめでとうロータリアン］ 

☆結婚記念祝 澤邑重夫君 ・ 杉田祐一君 （なん

どき牧場製品）  

☆出席表彰 田中賢三君(３１年) ・ 小澤雅彦君(４

年)  （表彰盾） 

◎幹事報告 

◇ロータリー日本事務局より  ３月度ロータリーレートの

お知らせ  １＄＝１１０円 

◇ガバナー事務所より   

＊ＰＥＴＳ／地区研修・協議会について （コロナウィルス

感染拡大に伴い ２/２７現在の開催状況について） 

１．ＰＥＴＳ（クラブ会長エレクトセミナー） ロータリアンの

健康を第一と考え 開催延期  

・代替日程 ・開催方式については未定 

２．地区研修・協議会  ・開催日・開催方式については

討議中（後日通知）  ・分科会への登録を依頼 

３．その他・・・「国際奉仕を考える会」 ３/１４（土） 開催

を中止する   

＊新型コロナウィルス対応 『例会』 開催の件 

 ◉【標準ＲＣ定款 第７条 会合 ｄ-（３） 取消。 全地域

社会にわたる流行病もしくは災害が発生した場合】 

以上に依り、各クラブにおかれましては、クラブ理事会の

決定により、それぞれにご判断ください。 

◇綾瀬ＲＣより  事務所移転のお知らせ   

新事務所…綾瀬市深谷中５-１７-１ 綾瀬市商工会館内 

（電話・ＦＡＸ・メールの変更は無し） 

◇ロータリーの友 ３月号    

誕生祝の小澤・和田・古知屋・大箭・橋本・熊澤の各会員 

新事務所…綾瀬市深谷中５-１７-１ 綾瀬市商工会館内 （電

話・ＦＡＸ・メールの変更は無し） 

◇ロータリーの友 ３月号   ◇タウンニュース（人物風土記で

上岡敏之氏が紹介されています。） 

◎委員会報告 

会員増強・維持［小澤会員］：3/19 予定の委員会延期 

雑誌［橋本会員］：ロータリーの友 3 月号注目記事紹介 

 

左）出席表彰の小澤会員と田中会員 右）結婚記念祝の澤邑会長・

杉田会員 

mailto:c3rc@io.ocn.ne.jp


日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

３／５ ２８８８ ４３ ２５ ２５ ０ ０ １００％  

２／２０ ２８８６ ４３ ３７＋３ ３１ ６＋１ ２ ９２．５０％ ９５．０％ 

 

出席報告 橋本正一会員 

スマイル報告 橋本正一会員 

澤邑重夫君 薗さんようこそ。今日は握手できません

でしたが、何卒ごかんべんを。例会後出席の皆様、楽

しんでまいりましょう！結婚記念祝頂きましてありが

とうございます。来年は嫁さんを連れてまいります。 

杉本剛昭君 諸事御祝の皆様おめでとうございます。

早く世の中が通常運転に戻るといいですね。 

小澤雅彦君 最近困ったことがあったのですが、今度

は木村信一会員に助けていただきました。本当に感謝

です！今日はお祝いをいただき、そちらも感謝です。

心よりスマイルいたします。 

田中賢三君 お陰様で 31 年皆出席です。出席祝有難

うございます。銀座 RC 薗さん、ようこそいらっしゃ

いました。 

和田幸男君 今日が誕生日です。誕生祝ありがとうご

ざいます。 

大箭剛久君 誕生祝ありがとうございます。誕生日の

当日が PETS の予定でしたが、延期となりました。あ

れやこれやで大変なご時世ですが、皆様健康にご留意

の上、頑張っていきましょう。 

杉田祐一君 確定申告期限が 1 カ月延長となりました

が、ウチはスタッフの勤務形態に配慮しながら粛々と

進めております。結婚記念祝ありがとうございます！ 

熊澤孝之君 誕生祝ありがとうございます。 

杉本行廣君 3 月お祝や表彰の皆さん、おめでとうご

ざいます。薗さんいらっしゃい！ 

大森久巳男君 諸事お祝いの皆様おめでとうございま

す。 

横山 貢君 コロナウィルスの影響、最悪です。自ら

もかからないよう、最善の注意を払いたいと思います。 

水嶋 聡君 コロコロっと幸せが転がって来ますよう

に！コロコロコロなっと！皆様に幸有れ！ 

富田桂司君 薗様ようこそ。諸事お祝の皆様おめでと

うございます。本日も宜しくお願い致します。 

木村信一君 お祝いの皆様おめでとうございます。 

木村邦佑君 諸事お祝いの皆様おめでとうございま

す。 

大竹孝一君 薗さんようこそ。諸事お祝いの皆様おめ

でとうございます。知恵と工夫でコロナを乗り越えま

しょう。マスクがなければ自分で作りましょう。 

安武 勝君 諸事お祝い申し上げます。今朝、車を走

らせていたところ、各ドラッグストアが長尺の列。ビ

ックリです。みなさま、くれぐれもまとめ買いはやめ

ましょう。 

橋本正一君 薗さん、こんにちは。諸事お祝いの皆さ

んおめでとうございます。私も今月が誕生月で、お祝

いありがとうございます。うるう年生まれの私ですが、

同級生に 2 月 29 日に 16 歳になった友人がいます。見

た目は私より老けておりますが．．． 

［本日 18 件、48,000 円です］ 

◎例会変更 

☆寒川  ◉３/９（月）（標準ＲＣ定款 第７条 会合 

ｄ-（３） 取消。）◉３/１６（月）（祝日週） ◉３/２３

（月） （クラブ定款により）◉３/３０（月）（標準Ｒ

Ｃ定款 第７条 会合 ｄ-（３） 取消。）いずれも 休

会 

☆茅ヶ崎湘南 ◉３/４（水） ◉３/１１（水） ◉３/１

８（水） いずれも 休会 （３/２５（水）以降の例

会については後日通知） 

☆茅ヶ崎中央 ◉３/１０（火） ◉４/１４（火） いず

れも １８：３０点鐘 （夜間例会） 

☆藤沢  ◉３/４（水）  ◉３/１１（水） いずれも 

休会 （３/１８（水）以降の例会については後日通知） 

☆平塚西  ◉３/１８（水） ◉３/２５（水） いずれ

も 休会 （標準ＲＣ定款 第７条 会合 ｄ-（３） 

取消。） 

☆綾瀬 ◉３/１０（火） ◉３/１７（火） いずれも 

休会 （標準ＲＣ定款 第７条 会合 ｄ-（３） 取消。） 

◉３/２４（火） お花見移動例会中止 ⇒ 通常例会に

変更 

☆綾瀬春日  ◉３/１８（水） 休会 （クラブ定款

により） 

沖縄の那覇 RC にメークアップに行って、

スピーチする予定でしたが、残念ながら新

型コロナウィルスの影響で休会となって

しまいました。 

新型コロナウィルスによる感染拡大防止

の観点からマスク着用での例会参加を許

可致します。 

今月 14 日、ディズニーランドで息子が結

婚することになっていましたが、新型コロ

ナウィルスの影響で披露宴は中止。ただ、

結婚式はあるので貸切状態のようです。 

例会に於ける新型コロナウィルスについての呟き 

昨夜茅ヶ崎の駅近くに飲みに行ったので

すが、新型コロナウィルスの影響で、お客

さんが全くいない状態でお店に大変喜ば

れ、思わずたくさん飲んでしまいました。 

澤邑重夫会長 

富田桂司会場監督 

橋本正一会員 

木村邦佑会員 


