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菊田邦彦会長
国歌斉唱・奉仕の理想
稲見会員 栗原会員

出席報告 出席向上委員会 < 沼﨑正徳 委員長 >
会員数
20 名

出席者数
17 名

出席率
89.47 ％

会長の時間

皆様、明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いいたします。
会長 菊田邦彦

先程清水会員から、「菊田さん、半年過ぎたね。あと
半年頑張れよ！」と激励のお言葉をいただきました。
これもひとえに、皆様のお力添えがあってのこと。
皆様にバックアップしていただいたことが今日に繋が
ったのだと、内心嬉しくなりました。
あと半年、無事に過ごせるように努力したいと思いま
すので、是非皆様、ご協力の程宜しくお願い申し上
げます。

例会の記録

正月のお話しになりますが、新年になりますと皆様も
今年一年どういう風に過ごそうか考えると思います。
私が今一番気になるのは健康のことです。望んでは
いない事ですがコロナも第６波が迫ってきています。
健康に一年を過ごしたいと思っています。
昨年の暮れ、沖縄の石垣島へ一週間観光に行ってき
ました。私は遊ぶのが好きなので、色々な所へ旅行
に行き、神社やお寺にも沢山行きましたが、沖縄のお
墓についてガイドさんから説明されて、とても良い習
わしだと思ったことがありました。

沖縄では、一年に 1～2 回、お墓の前で御先祖様と一
緒に食事をする習慣があるそうです。そのため、お墓
の前に屋根があったり、床がタイルになっています。
すばらしい習慣だと感じました。
また、12 月でも海で泳いでいる人がいました。温度計
をみたら 25℃でした。
日本は細長い国で北から南まで本当に長い国なんだ
と、マイさんの国ベトナムと比べても細長いんだなぁと
思いました。
このコロナがなければ健康や病気のことをまったく意
識しないで遊べる環境になっていたので、一日も早く
普段と同じような生活ができるようになってほしいと思
います。
そんなことで、一年の目標は、健康に留意して良い一
年を過ごせればいいなぁと思っています。

本日のお客様
< 浜野貴子 SAA >
落語家

春風亭一蔵 様

米山記念奨学生へ奨学金の授与

委員会報告
・親睦活動委員会
< 佐々谷悦子 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
結婚記念 ······· 寳積君

米山記念奨学生グエンフォンマイさんへ
1 月分の奨学金 100,000 円をお渡ししました
マイさんよりひとこと

卓

新年明けましておめでとう
ございます。
皆様はいいお正月をお過
ごしでしたか？2022 年は、
皆様が素敵な一年になる
事。そしてコロナが早くなくなり、マスクのない生活に戻
って来ることを願っています。
昨日は久し振りに大雪が降りましたね。私は 12 月の下
旬から、エアコンを 30 度にしたり、部屋にいても厚いコ
ートや手袋をつけたりして過ごしました。
これから益々寒くなると思います。そして、コロナのオミ
クロン株感染者が急増している中でも、皆様が健康で
ある事を願っています。
私は今年もいくつか目標を設定しました。内定をもらう
事も一つの目標です。感染者が急増していて、会社説
明会がオンラインに変更されたり、採用中止になってし
まったりして、状況が変わりました。でも採用している会
社もまだまだあるので、頑張って探しています。
他の目標も頑張って努力しますので、今年も引き続き
どうぞ宜しくお願いいたします。

話

新春落語 春風亭一蔵様

江戸時代の名横綱・谷風梶之助が生涯ただ一度、情
けの八百長相撲をやったという人情噺

「佐野山」 （別名「谷風の人情相撲」）

幹事報告
< 小林奈保絵 幹事 >
報
告
 ロータリーの友より「女性ロータリアンに向け
てのインターネットアンケート」のお願い
 12 月 18 日(土)開催「狭山市中学生環境作文コン
クール入賞者表彰式」の報告
（会員へ入賞作品集と記念のシャープペンシル配布）

 1 月 24 日(月)狭山市内クラブ合同例会の出席調べ
 2 月 27 日(日)ＩＭの出席調べ
 3 月 8 日(火)「地区大会記念チャリティーゴルフ
コンペ」参加者募集のお知らせ
受贈会報
 所沢中央 RC ・所沢西 RC
 飯能 RC
・入間南 RC
回
覧
 RLI パートⅢのご案内
 ロータリー文庫デジタル化済資料廃棄のお知らせ
 ハイライトよねやま
 AAR Japan より「アフガニスタン緊急人道支援へ
ご協力のお願い」
 バギオ基金より「事業報告」と「危機への寄付
のお願い」
他クラブ例会変更のお知らせ
 所沢 RC

を披露していただきました。

❖ 軽快なテンポの良い噺に引き込まれ、自然と顔がほころび、
気が付くと手を叩いて大笑い・・・あっという間の 30 分でした。
春風亭一蔵様、今年も新春初笑いに相応しい楽しい落語を
ご披露いただきありがとうございました！
❖ 2022 年 9 月に『真打ち』に昇進されるとのこと。
9 月 10 日には帝国ホテルで昇進パーティーが開催されるよう
です。なんともおめでたい！
会員一同心よりお祝い申し上げます。
これからも益々ご活躍させることをお祈りしております。
昨年に引き続き、(株)いわさき様に高座の
設営をしていただきました。
大変お世話になりました。
ご好意に感謝申し上げます。

菊田君

皆様、新年あけましておめでとうござ
います。今年もよろしくお願いいたし
ます。春風亭一蔵さん、本日の落語た
のしみにしております。
小林君
新年おめでとうございます。昨日は雪
がふり、白い雪と緑の木々が美しい光
景をつくり出していました。本年は、
食べすぎ、飲みすぎ、運動不足になら
ないよう心かけ、健康に留意したいと
思います。春風亭一蔵さん、ようこそ
おいで下さいました。嬉しく存じます。
東君
誕生祝いありがとうございます。ロー
タリアンになって今年で 20 年。
「はた
ち」を祝っていただき嬉しいです！
江原君
明けましておめでとうございます。年
明け早々にオミクロン株等云々でなか
なかコロナの収束とはなりませんが、
個々に出来る事はしっかりと行い、皆
様が常に元気で過ごせますよう願って
おります。本年も何卒宜しくお願い申
し上げます。
浜野君
明けましておめでとうございます。新
年恒例の新春寄席を楽しみに来ました。
本年は春風亭一蔵さんにお越し頂きま
した。どうぞ宜しくお願い致します。
マイさんいらっしゃい。
小島君
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。皆様、お
体ご自愛いただき、良い一年にいたし
ましょう。
栗原君
新年あけましておめでとうございます。
健康に留意し、元気ですごしたいと思
います。
宮岡君
明けましてお目出とうございます。コ
ロナの第 6 波も心配されるところです
が、みんなで力を合わせて良い年にな
る様頑張りましょう。
沼﨑君
2022 年、新年おめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。健康の
一年を願っています。
佐々谷君 あけましておめでとうございます。今
年もよろしくお願い致します。今日の
春風亭一蔵さまの寄席を楽しみにして
おりました。
柴田君
明けましておめでとうございます。本
年もひきつづきロータリークラブの活
動に頑張ります。
柴田君
私の妻「幸子」の誕生祝ありがとうご
ざいます。あと何年一緒に生活出来る
やら、神のみぞ知るの思いです。
清水(武)君明けましておめでとうございます。今
年も宜しくお願い申し上げます。

清水(幸)君あけましておめでとうございます。今
年もよろしくお願い致します。
清水(幸)君妻の誕生祝いありがとうございます。
後期高齢者になりましたが、おかげさ
まで元気に御指導いただいています。
高田君
皆様、本年もよろしくお願い致します。
コロナに対しては、皆んなで頑張って
夏頃までにしずかにさせて、今年こそ
フリーマーケットが出来るようになる
といいですね。
若松君
昨年の暮れ、妻の葬儀の際には皆様大
変お世話になりました。ありがとうご
ざいました。本日は楽しい企画ありが
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。
どうぞ本年も宜しくお願い致します。
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）




2 月、3 月のプログラムについて
承認
守屋昭夫会員退会について
承認
会員増強について
会員増強に向けて増強委員会を開催

◆ 次の例会 ◆
1 月 21 日(金)
例会臨時変更
1 月 24 日(月)市内 2RC 合同例会に振替
場所：アズグレイス
時間：18 時より
1 月 28 日(金)
例会取り止め
2 月 4 日(金)
第 2 副 SAA：沼﨑会員 大野会員
会員卓話 ：宮岡宏太郎会員

