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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 １４３４ 回 例 会 会 報 

・例会月日  ２０２０年１２月２２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  「奉仕の理想」 
・司会者     能勢 則子                  
・発行年月日 ２０２１年１月７日（木）    

    

【 会長挨拶 】       田中 のり子 会長  
今年度上半期最後の例会でございます 

世界的脅威をもたらした 
新型コロナウイルス感染拡散が 
終息しないままに新たな年を 
迎えようとしております 
パソコン関連にうとい私ですが 
リモート・ズーム・・等  
いままで気に留めなかった言葉や 
その対応に学ぶ処が沢山ありました 
私は冠婚葬祭に携わる業務ですが 
結婚式・お葬式関係も これでいいんだ！の状況下 
コロナ関連が終息してもこの態勢は変わらずの 
事柄が多くなると思います 
諸々模索しながらも変えていかなければ・・と 
思っておりますが 皆様は如何でしょうか？ 
本来はロータリー活動関連の話をすべきで 
しょうが 奉仕の理念を奨励し これを育む事に 
ある一部に充当し表面だけの善悪の判断ではなく 
寛大な心の一面と・・ 
 
丁度戴きました小冊子の昔話を聞いて下さい 
 

「 貧乏神と福の神 」 
 

昔 ある村に気のいい若者がおりました。 
どんなに働いても貧乏な男でした。それもそのはず 
この家には貧乏神が住みついていたのでした。 
ある時 男は働き者のお嫁さんをもらいました。 
夫婦二人で仲良くせっせと働きました。 
そうなると、困ったのは貧乏神です。 
「困ったのう。こんなに働かれては ここに 
いづらいのう」ある年の大晦日 夫婦は家の 
すみずみを掃除し わずかですがご馳走も用意して 
お正月を迎えようとしていました。 
すると・・「え～ん え～ん」と天井裏から泣き声が
したのです。 
「誰かおるのか？おりて来い！」すると 何とも 
汚い身なりのおじいさんが降りてきて 大声で泣き 
わめきました。 
 

「わしは貧乏神じゃ。ずっとここに 
住んでおったのにお前たちが働き者なもんで いよ
いよ福の神がやって来るらしい わしは出て行かね
ばならん いやだいやだ」「うちの守り神が貧乏神さ
まだったとは！」お嫁さんは驚きました。 
「それでいくら働いても貧乏だったのか」男は 
とてもがっかりしました。けれども男は「長い事 
世話になったのう。せっかくじゃこれからもずっと 
ここにおって下さい」「いいのかい？うれしいもの
よ」貧乏神は嬉しくて また泣きました。 
夜になり 除夜の鐘が鳴り始めました。と その時 
コンコンと戸をたたく音がしました。 
「わしは 福の神だ」福の神は家に入るなり「何だ 
貧乏神めまだおったのか はよ出て行け！」貧乏神
も負けずに「ここはわしの住み家じゃ お前が帰れ」 
福の神にぶつかっていきました。しかしやせっぽち 
の貧乏神 とっぷり太った福の神のお腹にはじかれ
てしまいました。夫婦は「貧乏神さま頑張れ！ 
負けるな！」福の神は驚きました 
「どうしたことじゃ 貧乏神の味方をするとは」 
貧乏神と夫婦三人がかりで 福の神を外へ押し出し 
てしまいました。福の神は「おかしな家もある 
もんじゃ わしを追い出して貧乏神を住ませるとは」 
と首をひねりながら引き返していきました。 
日が昇り 新しい年となりました。 
「貧乏神さま めでたい正月です 一緒にお祝い 
しましょう」それからというもの この夫婦は 
それほど金持ちにはなりませんでしたが 
夫婦仲良く 元気で幸せに暮らしたという事です。 
 
 
皆様のお宅には何の神様をおすまいでしょうか？ 
やはり福の神を迎えたいですね！ 
コロナに負けず インフルエンザなど風邪にも 
負けず御新たな年を迎え笑顔で 2021 年下半期も 
健康を財産として元気に活躍出来ます事を 
望みます 
 

 

 

 

次週インフォメーション 

  29 日（火）休会 

   （細則第 5 条第 2 節により） 

1 月 5 日（火）休会 

（定款第 8 条第 1 節（C）により） 

 12 日（火）通常例会・理事会 

 19 日（火）通常例会 

 23 日（土）IM 

  ギャザホール 16 時受付 

26 日（火）休会 

   （23 日より振替） 



【 幹事報告 】             菊地 貴光 幹事 

＊12 月をもちまして 柳田康貴会員の退会 

＊防災グッズのパンフレットがきています。 

 避難所で使用できる寝袋等掲載されています 

のでご覧ください。 

＊地区より各部門委員長活動報告の USB が 

 届きました 

＊地区より 青少年交換事業 2021-2022 年度 

 2022-2023 年度募集が来ています 

＊地区事務所年末年始休業のお知らせ 

 12 月 26 日～1 月 4 日 

＊ハイライト米山が届きました。 

 

【 委員会報告 】   IM について           

 １月１９日（火）１８時～ ギャザホールにて 

IM のリハーサルを行ないます。 

（ 昼間の例会はありません ） 

１９日は 持ち帰り可能な状態のお弁当を用意しま

す。１８時よりリハーサルを行った後 会場で食べ

る、持ち帰り は 自由です。 

（お手伝いをお願いしているクラブの方も参加 

していただきます。） 

 

次年度への引継ぎ、新井ガバナー補佐への感謝状 

授与を行うので IM を中止にすることは出来ない 

どのレベルになったら Zoom 配信のみにする判断

をするか？ 

 

１９日のリハーサル日判断では遅いのでは？ 

 理由 ◆ ２３日本番まで日が短すぎる 

    ◆ 看板等キャンセルがかかってしまう 

    ◆ 参加者への連絡が間に合うか？ 

          ⇩ 
１２日（火）例会で判断したらどうか 

  ◆ 政府より緊急事態宣言が発令されたら 

  ◆ GO TO トラベルキャンペーンが現在 

１月１１日まで全国一斉一時停止になって 

いるがこれが延長になってしまったら 

◆ ネット等で発表される 埼玉県の感染者数 

から 

等を考慮して判断するのが良いのではないか 

また、あらかじめ参加者へ上記のような判断を 

行う事を事前に知らせてあげた方が良いのでは 

ないかという意見もありました。 

 

Zoom の参加をメインとした IM になる場合を 

万一に備えて準備した方が良いのではないか・・ 

        ⇩ 

中クラブだけでは 配信する事が不可能なので専門

の業者に依頼して行うほうが良いのではないか 

 

【 年次総会 】    小池 和義 会長エレクト 

2021-2022 年度 越谷中ロータリークラブ 

役職及び部門長・委員長（案）の発表を 

配布資料に沿い小池和義会長エレクトより 

発表されました。 

 

【 スマイル報告 】 山下 ヨシ子 出席会場委員 

＊上半期最終例会ですね  

大変お世話になりました。下半期もご協力を 

お願い致します・・・・・・田中 のり子 会長 

＊年内最後の例会です。 

ありがとうございました。 

 来年も宜しくお願い致します・菊地 貴光 幹事 

＊本日も宜しくお願いします。・ 武藤 正雄 会員 

＊コロナに気を付けましょう。・・仲 文成 会員 

＊IM もコロナ問題で思うように進まず大変ですね 

 来年は良い年でありますように。 

 ・・・・・・・・・・・・・・山下 良雄 会員 

＊今日が今年最後の例会ですね。 

 どうぞ皆さん良いお年をお過ごし下さい。 

 ・・・・・・・・・・・・・・山﨑 晶弘 会員 

＊昨日は冬至でゆず湯ゆっくり出来ました。 

 今日から日中の時間が長くなるとの事。 

 季節がある事は良い事ですね。 

 皆さん元気に永生きしましょう！ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・坪井 明 会員 

＊年次総会宜しくお願いします。・小池 和義 会員 

＊今年最後となりました。 

来年も宜しくお願い致します。・秋元志津子会員 

＊良いお天気でうれしいです。・山下 ヨシ子 会員 

＊年内最後の例会です。１年間お世話に 

なりました。来年も宜しくお願い致します。 

・・・・・・・・・・・・・・ 能勢 則子 会員 

 

 スマイル金額 10,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終例会も滞りなく閉会致しました。 

上半期 御協力ありがとうございました。 

コロナ禍関連で静かな 迎春となりますが 

宜しくお願い致します。 

          会長 田中のり子 

 

会員数 
出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 出席率 

19 名 1 名 11 名 6 名 1 名 63.2％ 


