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例会日 第１・第２火曜日 １２：３０ ～ １３：３０          ◆ 会 長 田中 のり子 

会 場 山下工務店 大袋 GL ２ 階          

第３火曜日 １８：００ ～ １９：００ （夜間移動例会）   ◆  幹 事 菊地 貴光       密にならない 紙面懇親 

事務局 〒343-0034 越谷市大竹６８６－３    

ＴＥＬ ０４８－９７１－５３２０                   ◆ 会報委員長 能勢 則子         臨時特別号！ 

ＦＡＸ ０４８－９７１－５３７０        

創 立 １９９０年５月２２日      発行年月日 ２０２０年８月２５日（火） 
 

コロナウイルス感染症拡大につき 休会せざるを得なくなってしまった ８月の例会 

会員皆様の休会中の様子を・・通常例会と同じ様にスマイル ひと言メッセージをお願いし 

下記９名の会員より寄稿頂きました。 

 
◆  田中 のり子 会長 ◆ 

 
皆様 お久しぶりです・・の挨拶になりますが 

猛暑の日々如何お過ごしでしたか？ 

８月１０日（月）は地区の 

会員増強維持部門セミナー・オンライン会議 

が開催されました。 

リモート会議・遠隔のチャレンジ！の機会を与えられ 

田中と能勢会員 2 人で こでまり にて参加しました。 

不慣れで少々緊張しましたが“誰にでも最初はあったの

だから”・・の言葉そのもので 安堵しました。 

前回の例会にても話しましたが 台北 百城扶輪社の 

杜さんと LINE 交流しておりまして ９月１５日の 

夜間例会に 台湾と LINE 会議をすることになりました。 

杜さんから通訳の状況を捉えたいので・・と急遽１０日

の夜８：００から 杜さん・トム幹事と子供 2 人・田中

で緊急国際ライン会議をしました。リハーサルは済んで

いますので次回が楽しみです。皆様も１５日出席なさる

方は、会話の内容を考えておいて下さい。 

＜田中のり子の夏休み＞ 

毎年仕事柄 休日は無いのですが 今年は不要不急が

無く やや のんび～りしたかしら？  

強いての話題は おしゃまな孫娘との会話と来月１歳に

なる男の子の相手！２～３歩しか歩けないのに テレビ

のリモコンを片手に持ち テレビに向けてアア！アア！

という姿に 話せないのに姉や親の所作を見ていて 

リモコンはテレビに向ける事を覚えた事が大発見で 

大笑いのひとこまで 無造作に可愛いです！ 

親は子育てに大変なのですがね！ 

 
 
 

◆ 菊地 貴光 幹事 ◆ 

家族 3 人で大洗海岸に行きました。 

大洗水族館では、水槽の中で泳ぐマンボウやサメ、 

イワシの群れなどを見ました。 

外の海岸では、波打ち際でちゃぷちゃぷ。 

娘の礼子にとっては実質的に初めての海です。 

夏の 1 日を満喫しました。 

 

◆ 山﨑 晶弘 会員 ◆ 

 

益子町南部休耕田約 11 ヘクタール 

(東京ドーム約 2 個分)を利用して 

ボランティアに依って種が蒔かれ、 

例年なら 8 月中旬に鮮やかな 

約 200 万株が咲き誇ります＊＊＊ 

 

何より益子と云えば＝陶器の街を連想されるかと 

思いますが、昨今では'とちおとめ'で名を馳すいちごの 

産地としても有名です(^w^) 

 

旧盆休みで混み合うハズの高速道をしり目に一般道を 

スイスイスイの予定でしたが^^;、敢えて近場の 

B 級グルメならぬ観光地へ＞＞＞、例年なら殆んどの 

人がこの時季夏休みとあって遠出する中、安近短の 

B 級観光地!;といえるかどぅかも微妙なスポット( -_・)? 

 

'まぁ世の中往々にしてこんなもの;-)'と一人悦に入りぃ

(¨;)、ここまでとは逆にに旧盆休みでごった返す地元の

日帰り温泉に浸かり(-.-;)、生い茂る木々から今が盛りと

ばかりに競う蝉の鳴き声を BGM に、ご常連の地元訛り

の世間話に聞き入り(-_-).。oO、強い夏の陽射し●が漸く

和らぎ日が沈み始めた頃▽▼▽、これまでとは違う夏休

みの一日が終わろぅとしています(^o^)／~~ 

 

※トーゼンの事ながら今年はひまわりも写真の如し

(´Д` ) 
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◆ 仲 文成 会員 ◆ 

コロナ禍      

久々の長期休養・・     Everything 

果報は寝て待て         comes to  

の心境です。       those who wait 

 

 

 

◆ 小池 和義 会員 ◆ 

暑さに負けぬよう、覚悟を持って外へ出てます。 

・・・体温測定をされる度にドキドキしてます(^^; 

 

 

 

 

 

 

◆ 山下 良雄 会員 ◆ 
 
 連日の猛暑の中 年相応 という言葉がありますが 

年齢以上に 若さを現し 良い汗をかき、 

猛暑に負けず！コロナに負けず！ 

の夏休みでした。 

 

 

 

◆ 秋元 志津子 会員 ◆ 
 

毎日毎日暑い日が続いているので、エアコンを毎日 

２４時間つけっぱなしにして過ごしています。 

とても快適なのですが、電気代が 

いくらになるのか支払いが恐いです。 

 

熱中症にならないよう気を付けて過ごしましょう！ 

 

 

 ＊＊緊急案内＊＊ 
越谷中ロータリークラブ 会員各位 

＜新型コロナウイルス感染拡散防止策案 
 緊急細則付随対応＞ 

 
コロナ関連は収束の兆しが見え始めましたが 更に拡散
する中に 地区より オンライン会議を重要視とする旨
の案内を受けております。 当クラブとしましては  
会員数・年齢・各業務を鑑み 8 月 4 日（火）理事会にて 
オンライン会議・ズーム関連の対応はせずに通常例会開
催と決定致しました  然し昼間の例会場は冷房設備 
不具合上 手前一部屋利用となり  密状態の例会場で 
一部会員より密回避状況の指摘を受けました。 
そこで急遽 緊急コロナ拡散防止策として  

9 月 1 日（火）通常例会 及び 理事会 
8 日（火）通常例会（変更で高橋・能勢会員卓話）  

  
 

 

 

◆ 山下 ヨシ子 会員 ◆ 
 

 以前 狭窄症を患った事があり、最近また痛みを発し 

辛く、インターネットで 

整体の治療院を検索し、多少の不安を 

抱えながら受診しました。 

すると 翌日には痛みが消えたのです！ 

病院が合う合わない と言いますが、私には良いめぐり

合わせだったようです。 

“医者は３度替えてみた方が・・”と 

先人の言葉にありますが、正にその通りでした(^^)/ 

 

 

 

◆ 能勢 則子 会員 ◆ 
 

子供が小さい頃は毎年８月上旬は海水浴！中旬は山に 

キャンプ！そして下旬は日本テレビ２４時間テレビの 

チャリティ募金の為日本武道館へ！という夏でしたが 

成人した子供達とすっかり別行動になってしまい、 

今はコロナの影響で行動範囲も制限され、家に居る時間

が多くなってしまいました。すると いつも以上に携帯 

から離れられず、ゲームを始め、色々なアプリを楽しん

でしまう・・・(-_-;) 

そんな中で今までダウンロードはしたけど、あまり利用

していなかった写真アプリ内に「少女漫画」という 

スタンプを発見！試してみると撮影した自分の顔が 

“少女漫画風”になるのです！ 

以前自分の似顔絵をアイコンに使用したくアプリを 

探した事がありましたが、結構な金額がかかってしまい

断念してましたが、これは無料！気に入るまで何度も 

撮影変更可能です！ 友人からは様々な 

評価がありましたが（笑） 

自分では満足しているのでＯＫです！ 

 

 

 

 
 

15 日（火）夜間移動例会（こでまり）18：00～ 
台北百城扶輪社・グレース社長・杜さんと 
国際 LINE トーク予定 
台湾との時差 1 時間で先方調整して下さる旨 
確認！ 

上記 9 月の例会開催に限り 自由参加と致します 
＊社業及び私的理由での不参加は欠席扱い 
＊コロナ関連拡散を考慮し 出席の意志はあるが躊躇し 

欠席希望の方はその旨を各自会長の田中迄連絡下さい 
連絡を戴いた会員は 出席と見做します 
携帯電話 090-3224-8345 に電話又はＳＭＳに 
送信下さい 

2020 年 8 月 10 日 
越谷中ロータリークラブ 会長 田中のり子 
 
＊上記内容に関しては 中里公造ガバナーより 

緊急対策案として特別承認を受けております  
山﨑晶弘ガバナー補佐 
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