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柴田譲会長
国歌斉唱・奉仕の理想
東会員 江原会員

例会の記録

本日は、相原茂吉ガバナーよりいただきました新年のご
挨拶をご紹介して、みなさまと共有したいと思います。

出席報告 出席向上委員会 < 小幡直樹 委員長 >
会員数
22 名

出席者数
16 名

出席率
84.21 ％

会長の時間

柴田 譲 会長
皆様、明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

大変残念なことに、新型コロナウイルス感染症緊急事
態宣言の実施初日が、今年初めての例会となってし
まいました。一年の始まりである本日の例会を、私の
「なんとしても開催したい」という勝手な想いで決行し
ましましたが、多くの方にご参加いただき大変感謝申
し上げます。ありがとうございます。

政府の緊急事態宣言再発令を受け、年始に予定され
ております行事、及び今後の例会等につきましては、
本日の理事会で協議いたします。皆様へは順次お知
らせいたしますので、何卒ご理解くださいますようお
願い申し上げます。

本日のお客様
< 佐々木康 幹事 >
落語家

春風亭一蔵 様

Ｒ米山記念奨学会個人寄付
感謝状の贈呈

幹事報告
< 佐々木康 幹事 >
・栗原憲司会員から 12 月 4 日付の退会届けが
提出され、12 月 8 日の理事会で承認されました
のでご報告いたします。
非常に残念です。
26 年と 7 ヵ月.．
．
．
．栗原憲司様にはとても長い
間活躍していただきました。これまでのご尽
力・ご協力に心より御礼を申し上げます。
ありがとうございました。
・1 月 22 日「市内 2RC 合同例会」について
本日の理事会で開催するか否かを協議後会員へ
連絡予定
・今後の例会について
本日の理事会で協議後会員へ連絡予定
・2 月 20 日の「ＩＭ」について
1 月 15 日までに開催の有無が決定されるので
後日会員へ連絡予定
受贈会報
・所沢西ＲＣ
・所沢ＲＣ
・所沢中央ＲＣ
・飯能ＲＣ
回
覧
・バギオだより
・バギオ基金と寄付のご案内
・ハイライトよねやま
・ＡＡＲニュース
・尚寿会グループ広報紙「Show 尚」
・例会変更のお知らせ
所沢東 RC 所沢西 RC 所沢中央 RC

第 7 回米山功労者
東美栄会員

第 1 回米山功労者
寳積英彦会員

委員会報告
・親睦活動委員会
< 小林奈保絵 委員長 >
1 月記念日のお祝い
会員誕生
東君
夫人誕生
清水(幸)君
柴田君
佐々木君
結婚記念
寳積君
・Ｒ情報・雑誌委員会 < 沼﨑正徳 委員長 >
「ロータリーの友 1 月号」の紹介
【横組み】
ＲＩ会長メッセージ（P3）
あなたが「つくっている」ものは？
私のプライド、その仕事（P7-17）
連載コミック
ポール・ハリスとロータリー（P29-35）
私たちの行動計画
参加者の積極的なかかわりを促す（Ｐ36-37）
【縦組み】
人財活性なくして事業承継なし
㈱船橋屋 代表取締役渡辺雅司（P4-8）
この人訪ねて
長野ロータリークラブ 室賀栄助さん（P9-12）

卓

話

新春落語 春風亭一蔵様
名人と呼ばれた大工、左甚五郎を主人公とした

「竹の水仙」という噺を披露していただきました。

ご自身のブログに “気合い・根性・ヨイショ！の精神で・・・” と
ありますが、その通り、迫力満点の楽しく陽気な落語でした。
一方、大きな体からにじみ出る優しい心遣いも感じました。
とにかく楽しかった！！年初めに相応しい落語をご披露いた
だきました。ありがとうございました。
また、このような状況にもかかわらずお出でくださった事に感謝
いたします。

ご協力に感謝 !!!
㈱いわさき様に高座の設営をしてい
ただきました。とても立派な高座を無
報酬でご用意頂き、また設置から撤去
までして頂きました。会員一同心から
感謝申し上げます。ありがとうござい
ました。

柴田君

緊急事態宣言の実施日に私達の 2021
年 1 月度の第 1 回の例会日と重なりま
した。にも拘らず多数の会員の皆様に
参加下さいましてありがとうございま
した。
柴田君
妻の誕生日のお祝いありがとうござい
ます。
佐々木君 皆様、明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願い致します。
この 1 年はコロナによりどのような 1
年になるかわかりませんが、コロナに
負けないようがんばりましょう。春風
亭一蔵様、本日の落語楽しみにしてい
ます。
佐々木君 妻の誕生日のお祝いありがとうござい
ました。
東君
新年が明けましたが新型コロナウイル
ス感染拡大と緊急事態宣言の発出もあ
り「おめでとうございます」とは言え
ない状況です。ただし、本日は私の誕
生祝を頂きましたので「ありがとうご
ざいます」と申し上げさせていただき
ます。
江原君
新年明けましておめでとうございます。
コロナに振りまわされている昨今です
が、この騒ぎが落ち着いた後の事を楽
しみに今年一年頑張ります。皆様、本
年も何卒宜しく御願い申し上げます。
浜野君
明けましておめでとうございます。コ
ロナ禍で大変ですが、何とか頑張って
いきたいと思います。本年も宜しくお
願い致します。
菊田君
新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。春風亭
一蔵さん、たのしい落語聞かせていた
だきたくお待ちしておりました。
小林君
明けましておめでとうございます。感
染の急激な拡大で不安な幕開けとなり
ました。私共が支援している子供食堂
もますます援助が望まれる事と思いま
す。今日は 3 点の品物を持参しました
が、ほんの少し“良い事”が出来れば
と思います。春風亭一蔵様、このよう
な折りにきていただきありがとうござ
います。
栗原(成)君新しい年が始まりました。健康で一年
がすごせれば幸いです。
沼﨑君
あけましておめでとうございます。本
年もよろしくお願いします。
小幡君
新年おめでとうございます。今年は良
い年であります様に。

清水(幸)君あけましておめでとうございます。コ
ロナで例会も思う様に出来そうにあり
ませんがよろしくお願い致します。
清水(幸)君誕生祝ありがとうございます。
渡邉君
新年明けましておめでとうございます。
昨年 12 月は例会に参加できずご迷惑
をお掛けしました。どうぞ本年も宜し
くお願いいたします。本日の新春寄席、
春風亭一蔵様、楽しみにしておりまし
た。どうぞ宜しくお願い致します。

定例理事会（例会終了後）





1 月 22 日市内 2RC 新春合同例会について
開催中止
2 月、3 月のプログラムについて
新型コロナウイルス感染状況により
随時プログラムを決定する
卓話に伴う高座設営のお礼金について
設営業者(㈱いわさき 渡辺様)より
お礼金は不要との申し出あり今回はなし

◆ 次の例会 ◆
新型コロナウイルスの感染拡大が収まらず、
1 月 7 日緊急事態宣言が発出されました。
当クラブでも１月 15 日（金）より 2 月 5 日（金）
までの例会は中止とし、それ以降の予定につ
いては後日皆様にお知らせいたします。

コロナの感染対策は
他人への思いやりです。
ご自身を守るだけでなく
周りの人も守る行動をとりましょう！

