
 

  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

西村俊正様 ㈱オフィスクリエーション 相談役 (西村事務局主人) 

 

 

 皆さんこんにちは。今日は、「新型コロナ

ウィルスへの対応について」お話し致します。 

本日（３月３日）の例会も開催をどうするか? 

本来ならば会員の皆様にご意見を伺わなくては

なりませんでした。現状を申し上げますと地区

内で、すでに３月の例会を休会にしたクラブが

７クラブ、ペッツに関しては今のところ延期の

予定は出ていません。地区チームセミナーの終了後の懇親会は中止されま

した。ご存じの通り３クラブ合同例会も延期となりました。 

現状新コロナの対応策は感染を予防する方法として、手洗い・免疫力の

アップ位なのでしょうか? マスクもあまり効果があるか…疑問視されて

いるようです。 

人に移さない方法としてマスクが有効だともいわれています。 

しかし、これといった決定打は在りません。また、もし感染していても症

状が出ないので「知らないうちに菌をばらまいていた」という事もあり得

るわけです。知らず知らずに周囲の人に感染させてしまっていたというの

は「厄介なウイルスだな」と思わせる要因ではないでしょうか。こう考え

ると現在言われている重症化率の分母は発症者数＋濃厚接触者で感染が疑

われる方を検査し、その時点で陽性だった方という事になります。後々検

証してみなくては分かりませんが、分母は膨大な数に達しているのかなと

思っています。あくまで私の私見ですが。という事は重症化率は少ないと

いう結果になるのでしょうか？ 

治療に関してはHIVの薬が効いたとか、インフルエンザの薬が効いたと

か、「わらさがいい」など都市伝説的なものが氾濫しています。 

今のところの治療方法は、対処療法なのでしょうか、でも、どこかの統計

で日本の治癒率は高いほうにありました。 

このような現状を踏まえて我々ロータリアンがどのような行動をとるべき

か、考えていきたいものです。 

「感染させない、しない、」を目標に…では、どのように行動するか、本

日もこの後理事会があります。今後の活動内容について話し合われると思

います。会員の皆様もオブザーバーとしてならばお残り頂き、ご意見を頂

ければと思います。私たち自身のこと、家族のこと、仲間のことです。み

んなで力を合わせて目先にとらわれずに乗り越えていきましょう。 
 

 

 

 

本日の例会 
第1885例会 3月24日 (火) 

会   場 小泉真悟会員宅 
 円福寺  
例会テーマ 花見例会 
担   当 親睦活動・職業奉仕
 委員会 

第31例会 2020年3月24日発行 

お客様紹介 

飯淵年度(2019～2020) 

岩槻東ロータリークラブ週報    国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

第31例会 3月3日(火) 1884号 
会 場 市民会館いわつき  301 
点 鐘 12:30 

テーマ クラブフォーラム 
 40周年記念行事について 
担 当 40周年実行委員会 

会長挨拶 飯淵昭二会長 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ 会員卓話  
 
点   鐘 12:30 
斉   唱 四つのテスト･ロータリー
 の目的･我等の生業 
お客様紹介 飯淵昭二会長 
会 長 挨 拶 飯淵昭二会長 
お客様挨拶  
幹 事 報 告 奥津雅史幹事 
委員会報告 
スマイル報告 例会委員会 
例会テーマ 卓話 杉田政男パスト
 会長  
担   当 会員増強委員会 
出 席 報 告 出席奨励委員会 
次回例会案内 加藤哲男例会委員長 

次回例会案内 
第1886例会 3月31日 

3月12日(木)は、3クラブ合同 
例会延期の為休会 

3月17日(火)は規定により休会 
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1. 地区より、2022-2023年度

ガバナーに浦和ロータリー

クラブの細渕雅邦氏が決定

の案内が届きました。詳細

は４月号のガバナー月信に

掲載予定 

2. 地区より、新型コロナウイ

ルス感染予防の為、ＲＬＩパートⅢ延期の連絡が

届きました。 

3. 国際ロータリー日本事務局中井啓介室長より、手

続き要覧2019年度版、第7条 第1節⑶の全地域社会

にわたる流行病もしくは災害が発生した場合、理

事会は例会を取りやめる事が出来る。コピーをレ

ターケースに入れてあります。 

4. 岩槻ロータリークラブより「3クラブ合同例会の開

催延期の案内」が届きました。 

5. 第4G小田光司ガバナー補佐より、先日のＩＭのお

礼状とポリオの寄付金明細が届きました。因みに

岩槻東の割当は5,092円46.31弗です。これは全ク

ラブ一律です。 

6. 地区より、次年度の米山奨学生が決定しました。

中国出身の聖学院大学2年生のジャム・ヤン君で、

カウンセラーに小宮 勇直前会長にお引き受け頂

きました。この件は過日の持ち回り理事会にて、

ご承認いただきました。小宮さん宜しくお願い致

します。 

7. 国際ロータリーより、3月のレートが1弗110円の

メールが届きました。 

8. 財団室ニュース3月号が届きました。  回覧 

9. レターケースに、ロータリーの友3月号と週報が

入っております。ご確認下さい。 

 

 

 
 

◆菊池和彦40周年記念実行委員長 

皆様、こんにちは。今日は

「ひな祭り」です。私は家族

で毎年、水戸の偕楽園に梅の

花を観に行っておりました

が、今年は茨木のフラワー

パークへ先日行って来まし

た。新型コロナウイルスの影

響か…中は閑散としておりました。 

余談ですけれど、最近 内のぱぁさんが誕生日を迎

えて、初めて娘がおばぁちゃんにプレゼントと云って

可愛らしい鉢の花を買って来ました。見たら鉢に「ボ

ケ」と書いてあり、慌ててタグを取りばあさんに渡し

たところ喜んで可愛い花だねー、この花は何という花

だっけ…? と聞くので名前を伏せるのに皆で大変な思

いをしました。 

今日は40周年記念式典のクラブフォーラムの予定に

なっております。最近、新会員の方が多く入って頂い

ており、周年記念の経験が無い会員さんが多い為、兼

ねてより西村事務局さんと旦那さんにお願いして、一

度35周年記念式典のビデオを見せて頂く事をお願いし

ておりました。 

昔から「百聞は一見に如かず」と云いますので、映

像を見て頂いて何か参考にして頂けたら良いと思いま

す。 

簡単に今までの経緯をお話したいと思います。35周

年は3月8日に行いましたが、今年の40周年は5月26日

(火)にパレスホテル大宮、３階チェリールームにて行

う予定にしております。 

もしかしたら、３月に予定していたらコロナウイル

スの流行により、中止になっていたかと思いますが、

５月末には終息するのではないかと思います。 

中身ですが、コンセプトと致しましては、35周年で

は、クラブをPRした少し背伸びをした様な気も致しま

した。40周年については、うちわでどちらかと云いま

すと80歳を越えられた会員の功労に敬意を表す様な感

じでやって行きたいと考えております。 

2部に関しましては、講演会となっており、鳥越俊

太郎さんにお願いをいたしております。 

若い時に癌の手術を何回か克服された80歳になられ

るお方を予定しております。80を過ぎても果敢に活躍

されているには…と云うお話をして頂けると思いま

す。又、アトラクションには飯淵会長のお知合いの

方々にお任せ致して華やかにやって頂く予定でござい

ます。 

そして35周年の時は、田中徹夫パストを初め、山形

照之さん、幹事役の宮本和寿さん、司会には、清水常

三さんとプロで地区役員の梶間順子さんとの名司会を

務めて頂きました。その他に斎藤公司さん、遠藤光治

さんと多くの会員皆様のご協力により、そして何より

司葉子さんにご出演頂いた事、これはたまたま当時、

北パストガバナーがＲＩの理事になられて、そこの事

務局を西村さんがお手伝いに行っておられ、北さんを

通してギャラもお安くお願い出来た次第です。 

私も田舎者でして、中々この様な大女優にはお会い

出来ないわけですが、原節子さんが9歳位年上だそう
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幹事報告 奥津雅史幹事 

本日のテーマ 「クラブフォーラム」  

40周年記念式典について 
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 で、すでにお亡くなりになりました。40周年も会員皆

さんで力を合わせて盛り上げて行けたら宜しいかと思

います。 

 

「35周年記念式典記録映像の放映」 

◆株式会社オフィスクリエーション相談役  

 西村俊正様 

何時もお世話になっており

ます。西村です。私共の長女

の旦那の会社がオフィスクリ

エーションと云いまして、そ

この相談役をしておりまして

こちらのクラブのＩＴ関係の

お手伝いをさせて頂きまし

た。本日は、35周年に式典時の冒頭に映写しました

オートスライドと当日の式典の記録映像を放映させて

頂きます。 
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 2019～’20年度 岩槻東ロータリークラブ 

例 会 日 毎週火曜日 12:30～13:30 会    長   飯淵 昭二 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  奥津 雅史 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 藤田 恵子 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 

 

 
 

飯淵 昭二  菊池さん、本日卓話楽しみにしていま

した。宜しくお願いします。 

奥津 雅史  菊池さん、本日卓話宜しくお願い致しま

す。 

遠藤 光治  クラブ創立40周年記念が成功します様に。 

阿津澤 清  3月で世の中が明るくなります様に! 

３月４日誕生日です。 

加藤 和正  結婚祝い有難うございます。 

菊池 和彦  新型コロナウイルスによる肺炎が早期

に終結する様、祈っています。 

斎藤 公司  西村さん、杉田さん何時もきれいに撮

れている写真ありがとう。 

小宮  勇  今日は大分暖いです。桜の開花が早く

なりそうです。 

丹野 寿明  この３月に卒業する生徒、学生は気の

毒です。 

山崎 和雄  コロナウイルスにかからないよう 

             気を付けようがないですね! 

宮本 和寿  35周年の映像、懐かしい楽しみにして

います。 

杉田 政男  コロナウイルスが大流行です。個人こ

じんが気を付けましょう。 

山形 照之  宜しくお願い致します。 

加藤 哲男  結婚・誕生祝いの皆様、おめでとうご

ざいます。40周年実行委員会の皆様、

ご苦労様です。 

 
 

 

藤田 恵子  新型コロナウイルスの影響があらゆる

ところに出ていますが、１日も早い終

息を願っています。 

飛田美佐子  コロナより怖いのは人間というSNSを見

て思いやりのない世の中でがっかりし

ています。最後まで思いやりのある人

でありたいです。 

小泉 真悟 ひな祭りとは云え、感染症の影響で

しょうか、街は閑散としています。 

西村 俊正  今日は有難うございます。結婚56年目

を迎えます。 

西村寿美子  結婚祝い、有難うございます。主人

共々お世話になります。 

萩原 満久   橋本かほる   田中 徹夫 

清水 常三   増渕  明   京野 新悟  

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

3/3 
免除3名 

29 
(4) 

23 
(1) 3 0 84.61% 

2/18修正 

免除3名 
29 
(4) 

21 
(3) 4 0 84.00% 

出席報告  

ニコニコBOX金額報告  

3/3合計 ３８，０００円 

今年度累計 ８７６，９０６円 
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ニコニコＢＯＸ・出席報告 

 
 

■ 田中 徹夫 会員  ご結婚記念 

■ 加藤 和正 会員    〃 

■ 萩原 満久 会員    〃 

■ 西村寿美子事務局     〃 

 

 
 

■ 田中 徹夫 会員   お誕生祝い 

■ 関根 隆光 会員     〃 

■ 阿津澤 清 会員     〃 

■ 萩原 満久 会員    〃 

 

 

３月 ご結婚記念・お誕生祝い  

今月、誕生月・結婚月の皆様、お目出とうございます。これからもお元気で‥‥。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 


