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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 

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 

ＦＡＸ ０４８－９７１－５３７０        

創 立 １９９０年５月２２日 

第 １４３３ 回 例 会 会 報 

・例会月日  ２０２０年１２月１５日（火）   ・点鐘時間  １２時３０分 
・例会場   山下工務店 大袋ＧＬ ２階      ・斉   唱  （ 飛沫感染を考慮し ご清聴のみ ） 
・司会者     能勢 則子                   「奉仕の理想」 
・発行年月日 ２０２１年１月７日（木）    

《 １２月誕生日 》武藤 正雄 様  （１日） 豊田 明久 様 （ ４日） 

秋元 志津子 様（６日） 川口 順明 様（３１日） 

《 １２月結婚月 》小池 和義 様・美紀 様（６日）山﨑 晶弘 様・厚子 様（１０日）  おめでとうございます！ 

 

【 会長挨拶 】田中 のり子 会長  
 

皆様 こんにちは！ 
5 日の越谷市子ども会育成連絡協議会 
子ども川柳表彰式も無事に終了致しました 
皆様 お忙しい中の参加御立合い 御協力戴き 
ありがとうございました  
越谷市及び子育連会長様より 関係団体及び 
子供達が大喜びでしたと御礼の言葉を 
戴きました事 ご報告いたします。   
又 12 日土曜日の柳田会員の店舗ランボル様 
にてのクリスマス例会ですがコロナ過の中 
躊躇しておりましたが 親睦委員会様が諸々に 
拡散防止策に配慮戴き予定通りの開催で 
ございました  
参加戴きました皆様 ありがとうございました 
師走も半ばで冬将軍の勇み足も聞こえて 
参りますが 寒いとやはり私は温泉に入りたいの 
ですがコロナちゃんの影響で家の風呂に 
入浴剤を入れて我慢になりますが皆様は如何で 
しょうか？ 
 

浴槽の事を湯船という？  
湯船という船があったから・・・ 

江戸時代に船の内部に浴槽を作り 岸とか川筋に 
漕ぎ寄せて入浴させていた船の事湯を積んだ船 
として湯船と呼ばれた  
およそ 10 メートル位の船で岸に着いてほら貝を 
吹いて来たことを知らせて客を呼んでいた 
屋形船は構造上分ける事が出来ないので混浴！ 
江戸時代初期は  
自宅風呂は上級武士屋敷のみで  
当時の庶民の為には 銭湯がありました 
戸棚風呂・・サウナのように蒸気で熱くなった 
蒸し風呂！ 

しかし沢山の人が一度に入れない欠点が 
ありました 
そこで浴槽のある銭湯が出来た。 
こういう施設は町の中心部に集中していて郊外の
人は銭湯に行けない・そのために作られたのが  
移動式銭湯 湯船なのです 
当時の江戸時代は海産物や木材を積んだ船が 
往来し町には運河や水路が巡らされていたので 
湯船は至る処で商売をしていた  
江戸時代最盛期には銭湯は 570 軒の所湯船は 
100 軒あったのでは？ 
銭湯が 8 文現在の 160 円・湯船は 4 文・80 円と 
安いのは水は川の水を汲みあげられたし設備は 
シンプルなため維持費がかからない安さと機動力
で大ブームになった 
浴槽と湯船が同じ意味として江戸時代から全国に 
広がったと私の調査ではなく国文学研究資料館  
庶民文化研究家の調査による一説のご紹介でござ
いました。 

 

 

【 幹事報告 】       高橋 護 会員 

＊地区より 各クラブ例会方法の報告をして下さい 

＊ふじまきネクタイより 
＊地区事務所 年末年始休業のお知らせ 
  12 月 26 日（土）～1 月 4 日（月） 
＊地区部門委員長活動状況報告収録 
データについて例年地区大会で 
各部門委員長が活動報告する所 

 コロナ禍の影響をみて事前に映像収録 
いたしました。各クラブへ USB を送ります 

＊越谷市暴力排除推進協議会のカレンダーが 
届きました。 

 

次週インフォメーション 

 22 日（火）通常例会 

 29 日（火）休会 

   （細則第 5条第 2節により） 

 

 



 
 
＊ハイライト米山が届きました。 
＊第 33 回全国ローターアクト研修生案内が 
来ています 

＊IM の出欠席確認を行いたいと思います。 
 今日現在当クラブ ほぼ全員出席となって 
おります。 

 当日会場・オンラインの参加方法がありますが 
 当クラブはホストクラブですので  
全員会場参加でお願いします。 

 

 

【委員会報告】 

＊＊ 山下ヨシ子 社会奉仕委員長 ＊＊ 

 12 月 5 日（土）越子育連創立 50 周年記念事業 

「子ども川柳コンテスト」にご協力ありがとう 

ございました。 

主催より感謝状・作品集・50 周年記念誌・記念品

をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊ 能勢則子親睦委員長 ＊＊ 

12 月 12 日（土）クリスマス例会にご参加 

いただきありがとうございました。 

当日の収支報告を 配布いたします。 

今後共 ご協力お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

【 スマイル報告 】山下ヨシ子出席会場委員 
＊お久しぶりです。 

 本日も宜しくお願いします。・・田中のり子会長 

＊本日も宜しくお願いします。・・ 高橋 護 会員 

＊本日も宜しくお願いします。・・ 武藤正雄 会員 

＊皆様お久しぶりです。 

 クリスマス欠席申し訳ありません・仲 文成会員 

＊IM のキャラバンに他クラブを訪問してきました 

 新型コロナ感染拡大の問題で IM プログラムの 

 大幅な見直しとなっております。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・山下 良雄会員 

＊寒くなりました。ご自愛下さい・・坪井 明会員 

＊今日は最高な一日。過日は 子育連の創立記念 

式典に協力できて、当クラブもよい記録になる 

ことでしょう。・・・・・・・・山下ヨシ子会員 

＊クリスマス例会 皆様のご協力のおかげで 

 楽しく過ごす事が出来ました。 

ありがとうございました。・・・ 能勢 則子会員 

 

 

【 出席報告 】    スマイル金額  7,000 円 

 

 

会員数 
出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 

出席

率 

19 名 1 名 10 名 4 名 2 名 66.7％ 


