
 

  

 
 

皆様、こんにちは。 

今日は皆さんも辟易してると思いますので、コロ

ナの話はやめましょう。 

本日2月1日は旧正月です。日本人にはあまり

馴染みが御座いませんが春節とは中国における

旧暦のお正月なので旧正月と言います。 

大型連休の代表格で中国人にとっては家族と過ごす特別な思い入れのある行

事です。春節は中国本土のほか台湾、香港、シンガポール、韓国、マレーシ

ア、そしてフンちゃんの母国ベトナムも祝日として定められております。更

に中国ではお正月に餃子を食べる風習が御座います。 

餃子の形が「元宝」（中国昔の貨幣）のようですから、春節餃子を食べるの

は富をもたらすという意味です。餃子を作る時、いつもなつめ、落花生、栗

の実、硬貨などを餡に入れます。なつめを食べる人は、新年を甘く感じさ

せ、幸せな日々を送ることができます。落花生を食べる人は健康長寿を象徴

し、硬貨を食べる人は金運に恵まれると言われています。 

また、大晦日の日に家族団らんで餃子を作ることが伝統で、餃子を包む際に

は、生地を折る回数が多いほど縁起が良いと言われております。 

これにちなんで日本でも2月1日は餃子の日とされています。 

かく言う私も数年前に硬貨が当たりまして今でも大切にお財布の中に入れて

あります。 

 そして中国と言えば注目の北京オリンピックがいよいよ開催されます。フィ

ギュアスケート、スピードスケート、カーリング、スキージャンプ、スノーボー

ド等、期待の選手も続々と出場します。中でも羽生結弦選手の 3連覇、アメリ

カのネイサンチェン選手、宇野昌磨選手との金メダル争いが楽しみですね。そ

してスピードスケートの小平奈緒選手の 2連覇。更に高木美帆選手。これまで

どうしてもオランダ勢に勝てそうで勝てない。特に中長距離は手足の長さが直

接、一歩一歩のストロークに影響するからです。一歩で 5 センチ違えば 1000

メートルだと相当なハンデだと思われます。 

そこを絶妙なバランスと氷を蹴る技術を磨いた164センチの高木美帆選手が勝

てるかどうか、注目したいと思います。 

それとスキージャンプの高梨沙羅選手。最近は綺麗になり過ぎて思うような成

績が出ておりませんが悲願の金メダルに届いて欲しいと願うばかりです。男子

では小林陵侑選手。こちらはここ数年、何度も世界チャンピオンに輝いている

ので更に金メダルへの期待が高まります。 

そして個人的に 1 番の注目はスノーボードハーフパイプの平野歩夢選手です

ね。『トリプルコーク 1440』という大技を世界で、ただ 1 人公式戦で決めてい

ます。 これは一回のジャンプ中に縦3回転横4回転するというとてつもない技

です。 

飛ぶには飛べるのですが人間の限界ギリギリの技なので着地が大変難しいので

す。スピード、高さ、そして恐怖に打ち勝つ精神力が成功の鍵となるでしょう。 

本人も『誰もやった事がないチャレンジを』と語っております。日本の若者も

カッコいいですよね。 

アメリカのレジェンド、ショーンホワイト選手に勝って是非とも金メダルの獲
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 得を期待して、その他の競技にも期待を寄せつつ冬の祭典

を大いに楽しみたいと思っております。 

 さて本日は急遽予定変更となりまして、会員のリレー卓

話です。普段お聞き出来ない皆様の近況を伺うことができ

るまたとない機会を大変楽しみにしております。 

それでは皆様、本日も宜しくお願い致します。  

 

 

 

1. 地区より、「ローターアクト

全国一斉献血活動」の案内が

届きました。 

 ・日時 ２月19日  

  AM10:00～PM13:00 

    PM14:45～PM16:30 

 ・会場 大宮駅東口 駅前ロータリー 献血バス内   

 ・2/14(月)締切り 

2. 第4G三枝和男ガバナー補佐より、2023-2024年度ガバ

ナー補佐候補者推薦・承認の会が書面開催となり、

1/28日全員一致にて、我がクラブの山崎和雄会員が承

認されました。 

3. ロータリーの友事務所より、新型コロナウイルス感染悪

化により、電話・FAXの対応のみと致し、時間もAM10:00

～PM16:30に変更の案内が届きました。 

4. 岩槻商業高校より、卒業証書授与式の出席について来

賓の方の参加を遠慮する旨の案内が届きました。学校

関係者のみで行うとの事です。 

5. 米山奨学会より、確定申告用の領収書が送られて参り

ましたが、ロータリー財団のが届きましたら、一緒に

送らせて頂きます。 

6. 熊平製作所より「抜粋のつづり 81号」が送られてき

ました。 

7. ロータリーの友誌2月号が届きました。後日、送らせ

て頂きます。 

8. 第4G各クラブより、2月の例会予定が届きました。(因

みに岩槻RCは2月は全て休会となっております。) 

 

 

 

〔発言順〕 

◆増渕 明幹事 

 1月に一人で山登りに行って来まし

た。海抜1,400ｍ位の山を3-４つ縦走

して来ました。 

山中湖畔の山々を縦走して来ました

が、富士山がとてもきれいに見えまし

た。５時間で15Ｋ位です。後は茨城の

鹿島神宮にお邪魔させて頂きました。

心が洗われる場所です。皆様も宜しかったらどうぞ…。 

 

 

◆橋本かほる財団委員長 

 1月に母親をつれて戦場ヶ原の方に

歩いて来ました。母は温泉などに

入っており、その間に少し付近を歩

いて参りました。 

 別に損害保険でも弁護士を緊急の

場合お願いする事が出来る様になり

ましたので、ひと言これについて、

お話させて頂きます。(内容については改めて機会があり

ましたら詳しくお話お願いします。) 

 

◆山崎和雄副会長 

 先週、知り合いの東岩槻の不動産

屋さんのところへ勧誘に行って来ま

した。感触は良いと思います。今日

あたり一杯飲みながら話を進めて見

ようと思っています。ガバナー補佐

の承認を得ました。有難うございま

す。増強については、皆様に1人、1

名づつ入会を進めて頂きたいと思います。宜しくお願い

します。 

 

◆飛田美佐子奉仕プロジェクト理事 

 こんにちは、皆さん遅れました。

相変わらず毎日毎日忙しくしていま

す。身近に感染が忍び寄っているの

で、心配です。内の仕事は、1人でも

欠けたら工事が中止になってしまい

ますので、困っております。皆さん

と会ってコミュニケーションを計れ

たら良いと考えております。宜しくお願い致します。 

 

◆遠藤光治ＳＡＡ 

 過日、車で千葉県の銚子の方へ

行って「あんこう鍋」を食べてきま

した。ドライブがてら高速道路を使

わずに、利根川のへりを一般道で

行って参りました。あんこう鍋は久

し振りでしたので、美味しかったで

す。  

 

◆清水常三出席奨励副委員長 

 スーパーボランティアの尾畑春夫

さんについて、お話致します。78歳

でしたが、65歳で魚屋さんのお店を

たたんで、ボランティア活動をして

いる様です。お金は最低の物を食べ

ていれば良い、明日も明後日も朝は

必ず来るよ…。私が元気の源は死ん

だかぁちゃんのおっぱいを飲んで育ったからだ…と話し

ていました。 

幹事報告 増渕 明幹事 
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◆奥津雅史会長 

 21日(金)に、蔓延防止が出まし

て、店の売上が6分の1になってしま

いました。月曜日は1日で1万円の売

上でした。この先店の方はどうなっ

てしまうのか? 心配です。 

話が変わりますが、先週ゴルフのテ

レビ放映が有りました。平林さんも一緒でしたが、全然

良いスイングではなかった様に思いました。テレビカメ

ラが沢山出ていたので、緊張したせいもあったのかも知

れません。 

 

◆菊池和彦副会長 

 先週の朝5時頃、奥津雅史さんのテ

レビ放映を見ましたよ。中々上手

だったと思いますよ。 

私の会社でもこれから先の事を考え

て新卒者を会社に採用致しました。

マイナビと云うところからです。妻

と外食に行っておりますが、何処に

行っても接種証明を言われます。今回は3回目のワクチン

接種を新都心で行う事になり、2月の14日に予約が取れま

した。 

 

◆萩原秀咲青少年育成・交換委員 

 山崎和雄さん、ガバナー補佐おめ

でとうございます。 

最近、血糖値が高い為に食事制限を

していますが、中々思う様に行きま

せん。但し体重が一時は85キロほど

ありましたが、今は75キロ程に少し

減って来ています。1-2月はコロナに

感染して大変な思いを経験致しました。 

 

◆加藤和正会報・広報委員 

 先週は斎藤公司さん、卓話をして

頂き有難うございました。勉強にな

りました。又、清水常三さん尾畑春

夫さんの御話頂き、参考になりま

す。有難うございます。 

さて、28日には、成田山に行って参

りました。人出は、昨年行った時よ

りは、少し多くいました。本堂にも150-60名、おりまし

たので、少し増えたかなぁ～と思いました。又、孫が免

許を取得しましたので、免許を教えながら孫と一緒に車

に載って教えています。 
 

◆水戸 恵国際奉仕委員 

 何時も例会に参加出来なくてすみま

せん。西村さんから連絡貰っています

ので、ロータリーの事は解っていま

す。私は歩く事が嫌いなので、岩槻に

いる時は歩いていなかったのですが、

白河では、毎日2キロぐらい散歩して

います。 

 タイの事ですが、今はコロナなので学校側とも連絡が

取れませんですが、コロナが終息したら一度、学校へも

行ってその後の様子を聞いて来たいと思っています。 
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■ 中里  仁会員 ご結婚記念 

■ 増渕  明会員   〃 

■ 小泉 真悟会員   〃 
 

■ お誕生祝いは、該当する方がおりませんでした。 

２月ご結婚記念・お誕生祝い  

今月、結婚月の皆様、お目出とうございます。 

結婚祝いは、阿津澤清親睦活動委員長がご自宅へお届

け致しました‥。 
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◆萩原満久公共イメージ委員会担当理事 

 こんにちは。運転しながらで申し

訳ないです。仕事の方は建築の方が

動いているので、何とかやらせて頂

いております。3月には、3回目のワ

クチンが打てそうです。 

 
 

◆加藤哲男直前会長 

 知り合いの杉山さんを入会にお誘

いしていますが、感触としては良い

ですが、奥様の方が反対しています

ので、其処がすこし難しい所です。 

 明日、末次先生のところで健康診

断をして頂こうと思っています。 

先日、杉戸ロータリークラブにて

ZOOM卓話をやらせて頂きました。後日、是非リアルにて

卓話をお願いしたい…との事です。 
 

◆阿津澤 清親睦委員長 

 忘年例会の週報が出ていますが、

ご覧ください。私も大分若く映って

いますが、沢山掲載されていますの

で、皆さんも良く見て下さい。何時

も週報の作成に西村さん、有難うご

ざいます。 

 
 

◆西村事務局 

 会員の皆様が未だ残っております

ので、手短にお話させて頂きます。 

阿津澤清さんの週報の件ですが、

ホームページに掲載されていますの

で、遠藤光治さんは、たまに見て頂

いている様ですが、皆さんも是非ご

覧下さい。Googleで岩槻東ロータリークラブと検索する

と、過去のデータなど全てご覧になれます。 

 

◆飯渕昭二増強担当理事 

 今は、隔週にダイビングの為に伊

東に来ています。初島が良く見えて

います。房総半島まで良く見えてお

ります。昨日、ダイビングをやり、

水温が15℃で体感がとても寒かった

です。 

 

 

◆小泉真悟青少年奉仕担当理事 

 ここの所、急にコロナのオミクロ

ン株が増えてきたので、ご葬儀等に

気を付けております。 

地区の行事や学校の行事は中止に

なっています。ここで濃厚接触者に

なってしまい、テレビもなく何もな

い所で、隔離生活を余儀なくされて

います。 
 

◆斎藤公司出席奨励委員長 

 最近、運転免許の認知機能検査を

受けまして、何とか通ったのです

が、眼の検査が少し見づらくなって

いますので、これも心配です。 

 

 
 

◆小宮 勇会報・広報委員長          

 皆様こんにちは。皆様のお話を聞

かせて頂き、大変気持ちが落ち着き

うれしく思い有難う御座いました。

今は私は週２回のリハビリに時間を

使っています。改めて健康の大切さ

を感じており、出来るだけウォーキ

ングをするようにしています。又、昨年12月25日、自動

車免許更新の為 高齢者運転講習会に行き２時間コース

で終わることが出来、ほっとしています。 
 

◆京野新悟管理運営理事 

ゴルフに行っても何処へ行っても接

種証明を求められるので、大変だ

なぁ～と思います。 

18歳以上からが成人と云う事で、子

供のお金の管理について勉強する資

格を取得致しましたので、機会があ

れば又、そんな話もして見たいと思

います。 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

2/1 
免除3名 

24 
(3) 

19 
(2) 4 0 80.95% 

1/18修正 

免除3名 
24 
(3) 

16 
(1) 6 0 71.43% 

出席報告 (参加者は 3頁上部に写真にて掲載) 


