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ロータリーソング斉唱  

ロータリーソング           我等の生業 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和  

石井英男会員 

 

 

お客様紹介 

にこにこ mama’s           仲野 歩様 

 

 

会長挨拶            田邊 聖 会長 

皆様こんにちは。本日はにこにこ

mama’s の仲野歩さまをお客様とし

てお迎えしての例会です。後ほど食

育について卓話をしていただきます。

さて、今年度も折り返し地点を過ぎ、残り半年と

なりました。そこで上半期について振り返えって

みたいと思います。会員増強は、本多邦光会員、

例会プログラム 

司会 柿沼洋一 SAA  

点鐘 

ロータリーソング斉唱(我等の生業) 

ロータリーの目的 

四つのテスト唱和           石井英男会員 

お客様紹介   にこにこ mama's     仲野 歩さん 

会長挨拶                             田邊 聖会長 

幹事報告                            朝見卓也幹事 

外来卓話     「食育について」 

にこにこ mama's  仲野 歩さん 

  会員卓話     今年の抱負        全会員 

出席報告 井上脩士副 SAA 

スマイル報告 木下純一副 SAA 

点鐘 

 

 

RI第 2770地区        第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 

  

「ロータリーは世界をつなぐ」 

ROTARY CONNECTS THE WORD  

第 1320回例会 2020年 1月 22日 

日 
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小林和人会員のお二人に入会がございました。

4月には小川可奈子さまが入会予定です。残念

ながら退会者がひとりいらっしゃいましたので、

純増 3人の目標に対して 2人の純増にとどまっ

ています。何とか目標を達成したいと思います

ので皆様のいっそうのご協力をお願いいたしま

す。MY ROTARYの登録は 100%の達成が出来

ました。ありがとうございました。米山・財団の寄

付につきましては、坂口正城会員の寄付により

ベネファクターは早々に達成するこができました。

そのほかにつきましても松本委員長にお願いし

てありますので、100％達成に向けてご協力を

お願いたします。世界ポリオデー、地区大会等

地区のイベントでも皆様のご協力のもと素晴らし

い成果をあげることができたと思います。親睦旅

行では皆様のあたたかいご支援でダン君を連

れて行くことができました。感謝の言葉しかあり

ません。こうして上期を改めて振り返ると順風満

帆だったのではないかと思います。下期には第

27 回のふれあい鴻巣ウオーキング大会がありま

す。大会当日には奄美 RCの皆様が来訪される

予定です。大会の成功に向けて準備を加速さ

せたいと思っています。皆様のさらなるご協力を

お願いして本日の会長挨拶と致します。 

 

幹事報告             朝見卓也幹事 

本日の幹事報告です。 

 

1. 今月の 29 日の例会は夜間例会にな

ります。ゆき寿司さんで 18 時半開始

です。 

2. 来月の 20日は 4C合同例会がございます。プロ

グラム委員会の方で出欠の取りまとめをさせて

いただきます。 

 

 

 

外来卓話    「食育について」 

にこにこ mama’s            仲野 歩様 

   

    

    

 

会員卓話 

宮坂良介会員    佐々木倉造会員 

   
 

坂口正城会員 

 

 

出席報告        井上脩士副 SAA 
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スマイル報告        木下純一副 SAA 

 

 

 

前回までの合計 346,000 円

本 日 の 合 計 23,000 円

次回繰越金合計 369,000 円  

 

 

第 1321回 2020年 1月 29日 

炉辺例会   ゆき寿司 

 

   

 

   

 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 1月 22日 1月 15日 1月 8日 

 1320回 1319回 1318回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 34 33 34 

出 席 数 22 17 25 

欠 席 数 12 16 9 

例会出席率 64.71% 51.52％ 73.53％ 

Ｍ Ｕ 数 4 6 1 

合計出席数 26 23 26 

出 席 率 76.47% 69.70％ 76.47％ 

お客様スマイル 

大塚ゆかり様・・・倫理経営講演会協賛、ありがとうござ

いました。 

会員スマイル  

宮城 仁会員・・・異業種交流は、会員の心のつながりで

す、末永く続けよう。 

スマイル 1  仲野様、本日は卓話よろしくお願いいたしま

す。 

津田健三会員・小林忠司会員・小畑正勝会員・加藤勉会

員・馬場知行会員・山口光男会員・間室照雄会員・松本安

永会員・井上脩士会員・大澤二三夫会員・石井英男会員・

柿沼洋一会員・坂口正城会員・宮坂良介会員・田邊 聖会

員・佐々木倉造会員・細野潤一会員・木下純一会員・松村

豪一会員・朝見卓也会員・久保学会員 
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今後の活動予定 

 

編集後記 

新型コロナウイルスについて気になることを調べ

てみました。一人一人が注意するほかはないよ

うです。 

 

新型コロナウイルス感染症とは？ 

 過去ヒトで感染が確認されていなかった新種

のコロナウイルスが原因と考えられる感染症で

す。 

コロナウイルスとは？ 

人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイル

スです。人に感染症を引き起こすものはこれま

で６種類が知られています。深刻な呼吸器疾患

を引き起こすことがあるのは、SARS-CoV（重症

急性呼吸器症候群コロナウイルス）と

MERS-CoV（中東呼吸器症候群コロナウイルス）

で、それ以外は、感染しても通常は風邪などの

重度でない症状にとどまります。 

どうやって感染するの？ 

 新型コロナウイルス感染症がどのように感染す

るのかについては、現時点では、飛沫感染（ひ

まつかんせん）と接触感染の 2つが考えられま

す。 

※マスクの効果は？ 

 マスクは、咳やくしゃみによる飛沫及びそれら

に含まれるウイルス等病原体の飛散を防ぐ効果

が高いとされています。咳やくしゃみ等の症状

のある人は積極的にマスクをつけましょう。 

一方で、予防⽤にマスクを着⽤することは、混

み合った場所、特に屋内や乗り物など換気が不

十分な場所では一つの感染予防策と考えられ

ますが、屋外などでは、相当混み合っていない

限り、マスクを着⽤することによる効果はあまり

認められていません。 

 咳や発熱などの症状のある人に近づかない、

人混みの多い場所に行かない、手指を清潔に

保つといった感染予防策を優先して行いましょ

う。 

過剰に心配することなく、「手洗い」や「マスクの

着用」を含む「咳エチケット」などの通常の感染

症対策が重要です。        

（厚生労働省） 

 

2月 5日 

（水） 

第 1322回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

2月 12日 

（水） 

第 1323回通常例会 

外来卓話 

2月 19日 

（水） 
振替休会 

2月 20日 

（木） 

第 1324回移動例会 

4C合同例会 

２月 26日 

（水） 
振替休会 

2月 27日 

（木） 

第 1325回移動例会 

第 5G IM 東武バンケット上尾 

3月 4日

（水） 

第 1326回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

3月 11日

（水） 
第 1327回通常例会 

クラブ会報委員会 

委員長 宮内たけし  副委員長 木下純一 

委 員 井上脩士    星野光生 


