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第 1204 回( 1 月 8 日)
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ

清水幸彦会長
国歌斉唱・奉仕の理想
奥富会員 柴田会員

清水年度は大嵐の中でのスタートでございましたが、
皆様方の応援、ご協力を頂き、どうにか新年を迎える
ことができました。誠にありがとうございます。
残り 6 か月も皆様方に色々とご支援を頂かなければな
りません。どうか引き続き宜しくお願い致します。

※出席報告
会員数
32 名

出席者数
26 名

出席率
92.86 ％

会長の時間

清水 幸彦

会長

例会の記録

前回修正
-

今月は「入間ＲＣ主催の第 3 グループＩＭ」「新狭山Ｒ
Ｃとの新春合同例会」が行われます。
2 月には「小谷野狭山市長の外来卓話」、4 月には
「お花見夜間例会」「ＲＣ地区年次大会」と、6 月までま
だまだたくさんの行事がございます。
より多くの皆様のご参加をお願い致します。
新たな年を迎えた今の心境は、残り半年だという安堵
感はなく、大波乱のスタートだったせいか今もってあ
たふたしている感がございますが、残りの期間、当初
掲げた目標達成に向け頑張りたいと思っております。
ロータリークラブ最大の目標である会員増強につきま
しては、目標達成が見えてまいりました。皆様ありがと
うございます。
会員増強は本年度だけでなく、当クラブの将来にも繋
がることだと思います。ロータリー活動未経験者への
アプローチだけでなく、何らかの事情で現在退いてお
られる方や、機会があれば再入会する可能性のある
方にも声かけをしていただくなどして、会員の皆様方
の審議を仰いでいただきたいと願っております。
ご協力の程、宜しくお願い致します。
相変わらずお願い事ばかりで恐縮でございます。
今言うことではありませんが、残りの半年も緊張感を持
って取り組んでまいります。
今まで歴代会長が繋いでこられた歴史ある襷を、次
期会長へ無事に手渡すまで、気を引き締めて努めて
いきますので、ご助言ご協力の程、何卒宜しくお願い
申し上げます。

本日のお客様紹介
< 菊田邦彦 副会長 >
青少年交換委員会委員長 中島洋志 様
交換留学生 アクセル 様

卓話
医療法人狭山ヶ丘病院
前理事長 守屋 朝夫

様

幹事報告
< 佐々木康 幹事 >
・本日より新調のロータリー旗使用
・1 月 29 日市内 2RC 新春合同例会の出欠調べ
・秋草学園創立 70 周年記念事業募金について
・高規格救急自動車「奥富喜平号」が埼玉西部消
防局広報 12 月号に掲載
・1 月 20 日(日)ＩＭに出席の会員はネームプレー
トとプログラムを忘れず持参のこと
・受贈会報 所沢西ＲＣ
入間ＲＣ
・回
覧 尚寿会グループ広報紙「Show 尚」
地区青少年交換委員会より
派遣交換学生 12 月次報告書
地区青少年奉仕部門より
パラオ慰霊ツアーのご案内
ハイライトよねやま
所沢中央ＲＣ 例会変更のお知らせ
所沢ＲＣ
〃
新所沢ＲＣ
〃
飯能ＲＣ
〃
入間南ＲＣ
〃

こううんていちょう ろ り

行雲亭 朝 呂里 新春落語
当クラブ 守屋昭夫会員のご子息で、狭山ヶ丘病院
の医師 守屋朝夫様、芸名行雲亭朝呂里様に、今年
最初の落語を披露して頂きました。
こううんてい ちょう ろ

行 雲 亭
委員会報告
・親睦活動委員会 < 代理
1 月記念日のお祝い
会員誕生
石川君
夫人誕生
清水(幸)君
佐々木君
結婚記念
寶積君
古谷君

佐々木康 幹事 >
東君
柴田君
栗原(憲)君
吉松君

り

朝 呂里 様

プロフィール

本名 守屋 朝夫
昭和３４年８月東京都阿佐ヶ谷出身
医療法人狭山ヶ丘病院医師
医学博士、精神科専門医、精神保健指定医
これまで、診療の傍ら狭山ヶ丘病院放課後寄席を
中心に落語を披露。
立川こはるの前座や柳谷花ん謝、春風亭ぴっかり
との二人会なども務める。

【マクラ】アルコール依存症の小噺

身体表現性障害の小噺
【演 目】恋煩い

～瀬を早み 岩にせかるる滝川の
われても末に 逢はむとぞ思ふ～

独特の言葉、リズム、間が何とも言えずここちよ
く、究極の一人芝居にあっという間に引き込まれ
ました。と同時に、言葉少なで物静かにお見受け
した朝夫先生が、見振り手振りを交えながら落語
家「朝呂里」に変身されたのに驚きました。
何の知識がなくても素直に笑って元気になれる
「落語」
、大好きです！年明け早々に素敵な落語を
披露して頂き、ありがとうございました。

中島様（青少年交換委員会委員長）
あけましておめでとうございます。アクセル
共々本年も宜しくお願いします。
清水(幸)君新年おめでとうございます。今年も宜
しくお願い致します。狭山ヶ丘病院前
理事長 守屋朝夫先生、お噺楽しみにし
ています。
清水(幸)君妻の誕生祝いありがとうございます。
今年歳女ですが元気でいてくれて助か
っています。
佐々木君 行雲亭朝呂里師匠、ようこそおいでく
ださいました。本日の落語楽しみにし
ていました。
佐々木君 妻の誕生祝いありがとうございます。
東君
新年早々お祝いしていただき嬉しいで
す。
江原君
皆様新年明けましておめでとうござい
ます。本年も宜しくお願い致します。
狭山ヶ丘病院 守屋朝夫先生、今年最初
の例会にお越しくださいましてありが
とうございます。お噺を聴かせていた
だくことを楽しみにしておりました。
宜しくお願い致します。
古谷君
本年も宜しく!!清水会長殿、あと半年
頑張ってください。
古谷君
結婚祝い。。
。何年経つかわかりません。
忘れておりました、二人とも。
浜野君
明けましておめでとうございます。本
年も宜しくお願い致します。狭山ヶ丘
病院前理事長 守屋朝夫様、本日の落語
楽しみにしてきました。宜しくお願い
致します。

寶積君

あけましておめでとうございます。本
年も皆様にとって最良の年であります
ように。本日は守屋先生ご多用の中あ
りがとうございます。卓話、楽しみに
しております。
小島君
狭山ヶ丘病院 守屋朝夫先生、新春寄席
楽しみにしておりました。宜しくお願
い致します。
栗原(成)君新年おめでとうございます。狭山中央
ＲＣが益々栄えます様今年もがんばり
ます。
益子君
行雲亭朝呂里こと狭山ヶ丘病院 守屋
様、本日の一席楽しみにしていました。
宜しくお願いします。地区青少年部門
中島委員長、留学生アクセルさんよう
こそいらっしゃいました。
宮岡君
明けましておめでとうございます。本
年も狭山中央ＲＣにとってよい年であ
りますようにと思います。又、本日お
話いただく守屋先生の卓話楽しみにし
ています。
沼崎君
あけましておめでとうございます。今
年は私が喜寿になります。７７歳です。
元気に過ごしたいと思います。
小幡君
新年おめでとうございます。守屋朝夫
様、新年早々のお笑い楽しみです。
奥富君
清水会長はじめ役員の皆様、今年も宜
しくお願いします。
柴田君
本日の寄席守屋朝夫様、宜しくお願い
致します。
柴田君
妻の誕生日とは、忘れておりました。
田端君
皆様あけましておめでとうございます。
行雲亭朝呂里様、本日は楽しみにして
おりました。新年に相応しくありがと
うござます。
高田君
皆様今年も宜しくお願い致します。行
雲亭朝呂里様、年初めの笑い楽しみで
す。笑いますので宜しくお願い致しま
す。
渡邉君
狭山ヶ丘病院前理事長 守屋朝夫様、お
忙しい中お越しいただきありがとうご
ざいます。本日の卓話を楽しみにして
おりました。どうぞよろしくお願い致
します。私的な事ですが、５人目の孫
が１２月に誕生しました。
吉松君
結婚記念を頂戴いたしました。ありが
とうございました。

定例理事会（例会終了後）
・2、3 月のプログラムについて
・平成 30 年度地域歳末たすけあい募金運動への
協力について
・市内 2 クラブ新春合同例会について
・理事定数の変更について
・交換留学生のスキーキャンプ及びスプリング
キャンプ費用について

◆ 次の例会 ◆

2 月 12 日（火）
第 ２ 副 Ｓ Ａ Ａ：若松会員 吉松会員
ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ：清水武信会員
2 月 19 日（火）
第 ２ 副 Ｓ Ａ Ａ：渡邉会員 江原会員
卓
話：狭山市長 小谷野剛様
2 月 26 日（火）
例会取り止め（定款 8-1-C）

