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◆ 会 長   小池 和義  ◆  幹 事   坪井 明 

例会日 火曜日 １２：３０ ～ １３：３０  理事会 １１：３０ ～ 

会 場 山下工務店 大袋 GL ２ 階       

事務局 〒343-0034 越谷市大竹６８６－３    

ＴＥＬ ０４８－９７１－５３２０   ＦＡＸ ０４８－９７１－５３７０          

創 立 １９９０年５月２２日    ◆ 会報作成 プログラム委員会 

第 １４７０ 回 例 会 会 報    

・例会月日 ２０２２年５月１０日（火） ・点鐘時間 １２時３０分 

・例 会 場 山下工務店 大袋ＧＬ ２階    理事会 １１時３０分～ 

・斉   唱  「君が代」「奉仕の理想」  

・司 会 者   山下ヨシ子 出席会場委員長 ・発行年月日 ２０２２年５月１６日（月）  

５月誕生月   8日 天草 大陸 会員 

             

 

【 会長挨拶 】            小池 和義 会長 

 皆さまこんにちは。 

突然ですが、今日例会場に来て 

「何か 違う？」と気が付かれた方 

いらっしゃいますでしょうか？ 

（会員 Yさんが気が付きました！） 

先日の IMで正面に掲げているクラブの旗が 

“ 諸事情 ”により、越谷北クラブの方で預かって 

頂いている状態ですので本日はありません。 

見慣れた景色の中「何かが違う・・何だろう？」と 

思う事 アハ体験（ドイツの心理学者が提唱した 心理

学上の概念で未知の物事に関する知覚関係を瞬間的に

認識する事）というのでしょうか・・・ 

 今日 5月 10日は「警視庁史の自動車事故 第 1号が

起きた日」だそうです。 

1900（明治 33）年 5月 10日 後の大正天皇となられ

る嘉仁親王と後の貞明皇后・九条節子氏の結婚式が行

われました。この式典を祝して サンフランシスコ駐

在日本人会から 1台の電気式自動車が献上されたので

すが 初めて見る電気自動車で 宮内庁が献上前に試運

転をしたところ 偶然にも？ブレーキが効かず皇居の

お堀の中へ・・そのまま自動車はお蔵入りとなってし

まったという記録があります 

 

 

18日 天草 大陸 会員 ・ 静子 様 

19日 菊地 貴光 会員 ・ 敦子 様 

 

 

私も独立して間もない頃 軽自動車で通勤していまし

たが「経営者が軽自動車では事故がおきた時リスクが

高いよ」と指導して頂いた事がありました。 

その為 中古車でも良いので万一事故にあってしまっ

た際でも 守れるような車を選ぶようにしました。 

私は通勤時間が長い為 どうしても眠くなってしまっ

たり、考え事をしてしまう事があります。 

自分は気を付けていても 突然飛び出してきたり 

今問題になっています あおり運転等 危険がたくさん 

ありますので くれぐれも安全運転で注意しながら 

運転を楽しんで頂けると良いと思います。 

 

道路交通法変更により 

信号機の無い横断歩道で歩行者が渡ろうとしている 

のに走り過ぎると 歩行者妨害 となり 

 罰金 9,000円 減点 2点となります。 

変更前は 横断歩道半分までに歩行者がいた場合 

でしたが 今回 横断歩道に立っている場合  

渡る意思ありとなり 歩行者妨害と扱われる 

 

          皆さん気を付けましょう！ 

令和 3年度交通事故 

件数 305,196件 うち死亡事故 件数 2,583件 

死者数 2,636人 負傷者数 362,131人 

 

次週インフォメーション 
 

5月 

17 日（火）12:30 ～ 第 2 例会 

24 日（火）12:30 ～ 第 3 例会 

31 日（火）夜間例会 

      18：00 ～正八寿司 

 ＊予定が変更になることがあります 

予めご了承下さい。 
 

 



【 幹事報告 】          坪井 明 幹事 

＊5月 11日 新年度 

会長・幹事会が行われます 

＊会員増強維持部門より  

「ロータリーを愉しむ会」の案内が 

来ています。5月 29日（日） 

大宮ソニックシティ 4階 各クラブ 3名～5名参加で 

お願いします。入会 5年未満、今年度会長・幹事、 

会員増強委員長、次年度会長・幹事 対象です。 

＊6月 2日（木）15時～ 

ロイヤルパインズホテル 4階で職業奉仕部門 

講演会が行われます。登録料 1人 2 ,000円 

＊財団ニュースが届きましたので掲示します。 

＊5月 28日（土）16時～規定審議会が ZOOMにて 

行われます参加希望の方に入室情報お伝えします。 

 

【 委員会報告 】        山下良雄 会員 

夜間例会のご案内 5月 31日（火）18時～ 

 寿司割烹 「 正八 」 

   越谷市袋山 1138-12 ☎ 048-975-1553 

 参加費：5,000円 

◆◇◆ 会員  近況報告 ◆◇◆ 

山下ヨシ子 会員 

 以前の連休は 家族が揃って休める 

貴重な休日という事で 毎年予定を 

入れておりましたが今年は連休だけで 

なく休日もコロナが恐くて出かける 

機会が減っております。 

先日卓話でお話させて頂きました「 いろはかるた 」 

ですが 先日自分で理解不十分でした所を含め 全ての

解説をまとめましたので ぜひ 皆さまに今後紹介させ 

て頂きたいと思います。  

            秋元志津子 会員 

今年の連休は有給休暇を利用して 

大型連休とし この日を利用して普段 

出来ない場所の 整理をしました。 

まず キッチン奥にあった食器棚を 

資源物として出したくて子供達に頼んで手伝ってもら

う事にしました。その食器棚動かすには手前にある物

を片付ける作業がありましてかなり時間のかかる作業

となり未だに疲労が抜けない日々です。 

連休最終日が母の日ということで息子家族と食事をし

プレゼントを頂き 嬉しい日を送りました。 

                

山﨑晶弘 会員 

4月 3日に 70歳を迎え これを期に 

会社の代表を降りまして 

 創業から守ってくれた者が新社長と 

なっておりますが 私自身やっている 

事は以前と変わらないのですが 気持ちが楽になった

と感じます。 

連休は妻の実家岩手県八幡平に行きました。いつも道

路が渋滞するので ある程度覚悟の出発でした。福島

まで足して 100㎞の渋滞！しかし私は運転も好きです

し抜け道を見つけ走るのが得意で 一般道も利用し 

見事渋滞に巻き込まれる事なく目的地に着きました。 

娘夫婦、そして息子のお嫁さんとなる彼女を含め 6人

で地元のコミュニティを感じる事が出来たような気が

しました。           

山下良雄 会員 

コロナから 3年が経ちましたが 現在 

テレビのニュースではウクライナに 

ついて報道されております。 

「ロシアはけしからん！」と日本は 

制裁をしておりますが 逆に材木の輸入に頼っていた

為 材木だけでなくガソリンの高騰 等 日本が大制裁

を受けております。  

3年続いたコロナ禍ですが 今が一番経済的に苦しい

かと思われます。ですが ロータリーは楽しく活動し

ていきたいです！先ずは 6月の親睦旅行を楽しみに 

しております！宜しくお願いします   

大野 弘 会員 

連休はカレンダー通りでしたのですが 

1日浅草に出かけて来ました。 

それというのも 現在春日部市民祭りを 

どうするかという話合が行われている 

状況があるからでして 神輿の業者に行きたかったの

ですが残念ながらお休みでした。春日部市長は「担ぐ

のは無理なので展示だけでもしたらどうか」という 

考えのようです。 

私は東町の理事を行っておりまして 子供の山車を担

当になっておりますがコロナ禍で中止となっている間

組み立てはできるのか？動かす事はできるのか？等 

神輿、山車がどうなっているか分らないのが現状で

す。とても楽しいお祭りですが裏方の大変さを改めて

感じました。浅草は沢山の観光客で人気の食べ物屋さ

んは長蛇の列でしたのでシュウマイ弁当を車内で食べ

て帰宅しました(笑)       

 



仲 文成 会員 

私は現在 ケーキの販売・煎餅の販売 

を行っておりますが 先日ある所から 

「販売をしてくれないか？」という 

連絡がありました。 

何処で知ったのですか？と聞くとお客様からの紹介 

でした。三郷インター近くのヤマダホームズ展示場 

での販売でした。当日のチラシには一緒に行わせて頂

くという事で“ 住宅を見学すると 5,000ポイント付

与 ”という内容も記載したチラシをポスティングし

ました。 

宣伝の方法は新聞は 50,000部折込を作成すると

250,000円位かかってしまうのでケーキの販売にそれ

程高額はかけられません。 

近日 春日部に新しい展示場がオープンするので 

そちらでもお願いしたいという事になりました。 

後日紹介して下さいました方に御礼の電話をしました

ら 喜んで頂けてよかったですと言って頂きました。 

人との繋がりの大事さを改めて実感しました。 

ポスティング 5,000部するという事は結構大変です。 

今回のような住宅展示場内で行うイベントだったら 

新しいマンション、戸建てではなく リフォームを検

討するような築年数の経った家を中心にポスティング

する等考えながら行うのです。1人でも多くの方に来

て頂ければ私達だけでなく一緒に喜んでもらえます。 

それが大事だと私は思います。  

最後に 山本五十六の名言を皆さまに紹介したいと 

思います。 
  

苦しいこともあるだろう  

言いたいこともあるだろう 

不満なこともあるだろう  

腹の立つこともあるだろう 

泣きたいこともあるだろう 

これらをじっとこらえてゆくのが、 

男の修行である     

 山本五十六 名言 

             

坪井 明 幹事 

仲会員のお話にもあったように 

 ロータリークラブを楽しんで 

いけたら良いと私も思っております。 

ロータリアンは家族、仲間を 

大事にするという事もありますが、 

たまには良いかと連休に女房と食事に行きました。 

 

店を選ぶ際もロータリー仲間のお勧めの店でした。 

ロータリーに入ってたくさんの人との出会い 

そして色々な事を学ぶ事が出来るのもロータリーの 

魅力ではないでしょうか。 

次年度に向け 会員増強を目指す上で サークル活動 

を広め その延長戦に会員増強があるのではないかと 

考えております。私の場合ロータリーに入会してから

演劇を観る機会がとても増えました。以前皆様と一緒

に新橋演舞場に「熱海五郎一座」に行き 楽しかった 

思い出があります。 今年 8月に新宿で樋口一葉の 

劇がございます。いのうえひさし劇団の面白い演目 

ですのでぜひ皆様と行けたらと思っておりまして 

これをロータリーの活動としていけたらと考えており

ます。8月ですので演劇を観た後“暑気払い”が出来

たら良いかなと思います。 

ロータリークラブに入会していなかったら知らなかっ

た世界を沢山教えて頂き 人生の楽しみが広がった様

な気がします。               

小池 和義 会長 

私は連休にあまり外出しない方 

でして 今年は面白そうと思って 

いましたが見る事が出来なかった 

NHKの朝ドラ「あまちゃん」を 

ネットで見る事にしました。 

連続ドラマですので計算すると 170話×15分で全て

見ると 42時間半の計算になります が見終えました！

親の立場、子供の立場、おばあちゃんの立場色々な立

場からの考え方を知る事が出来るとても勉強になった

ドラマでした。 

ぜひ「あまちゃん」を見た事がある方と話を共有出来

たらと思います。              

                 能勢則子 事務 

今年の連休は家族みんな仕事 

でしたので 3年ぶりに開催される 

 江戸川河川敷で行われる庄和大凧 

上げを見に行きました。 

コロナ禍の為 無観客で行うとの事でしたので サイク

リング兼ねて自転車で行ったのですが 片道 6㎞あり 

結構ヘトヘトでした。 

百畳敷の「躍進」「感謝」と書かれた大凧は残念なが

ら上がる事はありませんでした。来年は沢山の出店と

沢山の観客の中 空高く上がる事を期待します！ 

                  

 



【 出席報告 】   山下ヨシ子 出席会場委員長 

＊本日も宜しくお願いします・・・・小池 和義 会長 

＊5月になりました。いつも五月（さつき）晴れで 

居たいです。今日も宜しくお願いします。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・坪井 明 幹事 

＊今日も良い日です 宜しくお願いします。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・仲 文成 会員 

＊本日もよろしくお願いします。夜間例会のお知らせ 

 5月 31日（火）正八寿司 18：00 ～ 20：00 

 会費 5,000円です・・・・・・・山下 良雄 会員 

＊皆さんは GWどの様に過ごされましたか？ 

私は角館へ行って来ました・・・・山﨑 晶弘 会員 

＊遅刻の上早退します すみません・・ 大野 弘 会員 

 

 

 

 

 

① 越谷市国際交流協会の会費の支出について 

          ■承認 

例年通りの金額にて 継続します 

② 6月 16.17日の 親睦旅行の件       ■承認 

出発 1カ月に振込を行う都合上参加者の方々には 

本日 集金させていただきます。 

③ ５クラブ合同チャリティーコンサート   ■承認 

11月 5日（土）越谷サンシティ小ホール開催予定 

当クラブの役割は「 選考 」になります。 

≪ 選考の役割 ≫  

＊音源による出演グループの選考 

 ＊出演グループへ 趣旨説明 

 ＊当日のリハの設定・演奏の順番 

 各クラブから２名程度選出し実行委員会を組織する 

         会員より質問 

  予算は？➡ 現時点 1人 2,500円程度の人頭割り 

         を予定。 

  選考を行う際の基準というのはどうする？ 

      ➡ 当クラブで基準を設定から行う 

  出演料は？➡ 無料の予定。 

 

 

 

＊急な仕事の為 スマイルでの参加とさせて頂きます 

・・・・・・・・・・・・・・・・田中 のり子 会員 

＊5月のはじまりのロータリー 晴天でなによりの日

です。本日もよろしくお願い致します。 

・・・・・・・・・・・・・・・・秋元 志津子 会員 

＊よいお天気で最高の 1日ですね・・山下ヨシ子会員 

スマイル金額 10,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 株竹 次年度ガバナー補佐 来訪の件   ■承認 

6月 28日（火）小池年度最終例会 表敬訪問予定 

⑤ 次年度のクラブ運営方針について     ■承認 

坪井 明 次年度会長 より 

次年度に向けて 予算を組んでおります。 

出来る限り現状維持で行いたいと思って 

おります。「 ロータリーは クラブが主体 」と 

言われます。会長・幹事からの指示ではなく  

各部門長・委員長の方々には やりたい事を自由に

やって頂きたいと思います。 

  各部部門長の年度計画書用用原稿を 24日までに 

  提出して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 
出席

免除 

出席

数 

欠席

数 
MU 出席率 

13名 1名 9名 3名 0名 75％ 

第 11 回  理 事 会 

５月 青少年奉仕月間 

  ６月 ロータリー親睦活動月間 


