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◆ 会長挨拶
安濃和正会長
皆さんこんにちは。
三遊亭吉窓師匠よう
こそ越谷RCへ。後ほ
どの落語を楽しみに
しております。
当クラブ念願の会
員数100名を越える
と出席率の問題が出
てきます。最近は少し出席率が悪くなってきている
ようなので例会出席の意義についてお話をさせて頂
きます。ロータリーが単なる寄付団体･慈善団体･ボ
ランティア団体ならば毎週、例会に出席する必要は
無いでしょう。月に1回でも2ヶ月に1回でも、極端に
言えば一度も例会に出なくても寄付さえしておけば
良いかもしれません。しかし精神的奉仕を目的とし
て追求する団体ですのでロータリアン自身が心を磨
かなければなりません。その場こそ例会場だと思い
ます。例会ではロータリーの理念に共鳴した心より
信頼できる仲間と純粋な親睦を楽しむ事ができます。
またロータリーには職業分類制度があり会員の職業
の多様性が確保されています。利害関係のない幅広
い異業種の会員と事業上の発想の交換ができるのも
例会の楽しみの一つだと思います。米山梅吉氏は「ロ
ータリーの例会は人生の道場である」と言っておら
れます。ロータリーのサービス理念の真髄を学び仲
間と共にロータリアンとして自己研鑽できる場とし
て例会はロータリーの特長をもっとも表現できる会
合だと思います。私も入会して2~3年は出席できる時
にすればいいんだろうと軽く考えておりました。し
かし副幹事・幹事を経験し地区役員や委員長を経験
していくうちに例会の意義や魅力を理解し越谷RC
の素晴らしさを実感致しました。例会に出席し、ク
ラブの奉仕活動に参加し、各委員会にも積極的に参
加頂ければ新たなロータリーの魅力を発見する事が
できると思います。また定款第12条を読んで頂きメ
ークアップを理解して頂きたいと思います。そして
パスト会長の皆様には3年未満の会員を是非率先し
て他クラブへのメークアップに同行して頂きたいと
思います。

第 2762 例会報告（例会日：2017 年 12 月 12 日）担当：森川 周平

越谷ロータリークラブ週報 VOL.2513
下半期が終わろうとしておりますので出席率の悪
い新会員にはカウンセラーより一報を入れて頂きた
いと思います。宜しくお願い致します。
◆ 理事会報告並びに幹事報告
吉澤行雄幹事
第 6 回定例理事会報告（平成 29 年 12 月 5 日）
1、1 月のプログラム
が承認されました。2
月のプロ グラ ムは継
続審議中です。
2、新会員の入会手続
き開始が 承認 されま
した。
3、1 月 25 日(木)に開催される第 8 グループ IM に全
会員登録をする事が承認されました。登録料お一人 1
万円につきましてはクラブ負担とさせて頂きます。
4、越谷市暴力排除推進協議会へ会費として 1 万円を
社会奉仕委員会より拠出する事が承認されました。
5、年末年始休暇を 12 月 28 日から 1 月 4 日までに
する事が承認されました。
2759 回例会 幹事報告
1、本日 臨時理事会において国際奉仕プロジェクト
(ベトナム)の支援金について確認がなされました。
2、17 日(日)に来日学生オリエンテーションがパイオ
ランドホテルにて午後 1 時より開催されます。リン
さんと安濃会長が出席します。
3、新会員の名簿を本日 FAX にてお知らせ致します。
4、ガバナー月信等を BOX にお入れしましたのでご
一読下さい。
最後に「越谷サイコー」という埼玉発地域ドラマが
NHK の BS プレミアで 2018 年 2 月 28 日(水)22:00
に放送されます。地元越谷の商店街が舞台になって
いるという事で是非興味のある方はご覧頂きたいと
思います。
◆ 委員会報告
◎ 親睦活動委員会
永島信之副委員長
12 月 22 日に行わ
れるクリスマス例会
に現在 143 名の参加
という事で沢山の登
録ありがとうござい
ます。点鐘は 18:00
ですのでお間違えの
ないようにお願いします。また 1 月 9 日に新年夜間
例会を福寿家にて 18:00 から行います。まだ参加を
受け付けておりますので是非多くの参加をお願い致
します。
◎ 国際奉仕委員会
中里静博委員長
本日例会終了後に国際奉仕とﾛｰﾀﾘｰ情報委員会の
合同委員会を地下 1 階第一会議室で開催致します。

関係者の皆様ご出席
をお願い致します。
ベトナムでの国際奉
仕プロジェクトにつ
きまして皆様のご寄
付を頂戴してより充
実した支援内容にし
たいという事で 10 月並びに本日の臨時理事会で確
認させて頂きました。役員･理事は 1 万円以上･一般
会員は 5 千円以上の寄付の要請をさせて頂きたいと
思います。本日から例会場入口に特設のテーブルを
用意し、寄付の受付をさせて頂きますので是非ご協
力をお願い致します。また会員の皆様には再度ベト
ナム行きの出欠を確認させて頂きます。その結果を
元に入金をして頂くようにお願い致しますのでそち
らの方も改めてお願い致します。
◆ 挨拶
◎ 第 8 グループ IM 実行委員長
会田皓章様(越谷東 RC)
平素は安濃会長始め越谷クラブの皆様にはご指
導･ご鞭撻頂きましてこの場を借りて厚く御礼申し
上げたいと思います。また先月開催させて頂きまし
た IM チャリティーゴルフにもお忙しい中、多くの
皆様にご参加頂きまして和やかな内に成功という形
で終了致しました。ありがとうございました。チャ
リティーの方も 144,000 円程集まりまして越谷クラ
ブの皆様も宮城に行かれた方もおるかと思いますが
防風林の植樹という事でやって参りました。この内
容は来年の IM の時にしっかりと報告させて頂く予
定でございます。
さ て 本 日 は 年 明 け 直 ぐ に 「 INTERCITY
MEETING」が開催されますのでそのお願いにやっ
て参りました。原ガバナー補佐が今回は東クラブだ
けで実行委員会を編成いたしましたので、皆様に周
知されていないのではないか？もしかしたら知らな
い人もいるのではないか？と危惧しておりしっかり
と宣伝してくるようにとの事でビラを作って参上致
しましたので手短に説明致します。今回はガバナー
補佐の強い希望で IM のテーマを「職業奉仕のここ
ろとその実践」とし講師に法政大学大学院教授の坂
本教授「日本でいちばん大切にしたい会社」という
本を執筆されている先生ですが、社員とその家族を
第一に考える会社が残したい会社と書いてあります。
もう一人は徳武産業の十川様。愛媛県の会社なので
すが、ある先輩がセミナーを申し込んでいて急に行
けなくなったので代わりに行って来いと言われて
「はい、わかりました」という言葉しか知らない私
は行ってきましょう、どちらですか？と聞くと静岡
での開催との事で交通費も自腹を切って静岡まで聞
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きに行って参りました。いつもセミナーと言えばほ
とんど寝ていた私がこの十川会長の話は涙、涙。自
分の仕事でこれだけ人を感動させられる、従業員も
一緒にその感動を味わえるんだなという事をまざま
ざと思い知らされました。どうか皆様にもその話を
余すところなく聞いて頂きたいと思います。新年会
を兼ねた懇親会もございます。その内容も親睦を図
れるように色んな出し物を考えておりますが、是非
とも講演を聞いて頂いてご自身の仕事と比べて頂き
ながらまた新たなものを得て頂ければいいなと思っ
ております。沢山のご参加をお願いして私の挨拶と
させて頂きます。

◎ 越谷東 RC 幹事
山﨑勝己様
1 月 25 日(木)は多くの皆様のご参加をお待ちして
おります。宜しくお願い致します。
◆ 「落語」
三遊亭吉窓様

三遊亭吉窓(さんゆうてい きっそう)さんプロフィール
本名：泉元 将男（いずみもと まさお）
生年月日：1957 年 11 月 21 日
・埼玉県立越ヶ谷高校卒業
・落語家になる前は陸上自衛隊に入隊していた経
験を持つ (現在も、落語協会でただ一人の予備自衛
官！)

【芸歴】
1995 年(平成 7 年) 真打昇進
2010 年(平成 22 年) 落語協会常任理事に就任
2014 年(平成 26 年) 落語協会理事に就任

只今ご紹介があった通りでございます。ようこそ
越谷市内有数のパワースポットにかくもにぎにぎし
くお集まり頂きまして誠にありがとうございます。
日頃の生活で自分を見失うような事がありましたら
落語でも聞いてもっと見失ってほしいと思います。
色々と人のご縁というものはあるものでございま
して私もこの地元越谷高校に昭和 48 年から昭和 51
年 3 月までおりました。大変に優秀な成績を残した
方と一緒に卒業したのですけども…。参考までに伺
いたいのですが、この中で落語を生で初めて聞くと
いう方どのくらいいらっしゃるものでしょうか？何
人かいらっしゃいますね。私がその生の落語家でご
ざいます。後程お手にとってご覧頂きたいと…。バ
カバカしい事ばかり言っております。殺伐とした世
の中でございますから、こういう時は笑い話でも聞
いてリラックスして頂くのが一番よろしいんじゃな
いかなと思います。しかしまぁ寒くなって参りまし
た。もう今日あたりは朝の天気予報を聞いておりま
したら強烈な寒波が来ているって言うんですよ。ま
ぁカンパが来ているからお金出せば済むのかなと思
ったらそうじゃないようでありましてね…大変。私
なんかもとてもじゃありませんけど、夜の表は素頭
では歩けませんね。何か被らないと危険な状態にな
っております。ちょっと床屋に行って前髪を切りす
ぎたところがありますんでね…。前髪だけじゃねぇ
だろって言われますけどもホントなんですよ。
私もね噺家になりまして 20 年ですか…？経ちま
す。今年還暦なんですよ…20 年…？あっ 20 年じゃ
ない 40 年。どうも自分で喋っていて勘定が合わない
なぁ~と思いましたが、こうなってはいけません。真
打になったのが平成 7 年ですから 22 年経つのですけ
ども自分で言うのもなんですけどね、22 年前は私の
この頭、ほぼ半分！半分は髪の毛で覆われていまし
た。これを髪半期と呼びます。この間ある方から言
われました。吉窓さんのような髪型はね、エコヘッ
ドって言うんだ。自信を持てなんて言われましてね。
エコヘッドなんですって…。
~ 中略 ~
後半は古典落語の名作「本膳」を披露頂きました。
◆ ビジター･ゲスト紹介
IM 実行委員長 会田皓章様、越谷東 RC 幹事 山﨑
勝己様、吉澤雅隆会員令夫人 京子様･ご友人 大橋育
江様、交換留学生 リンさん
◆ スマイル報告(敬称略)
＊本日は貴重な時間を頂きましてありがとうござい
ます。1 月 25 日の IM を宜しくお願い致します。/
越谷東 RC 会田皓章様、山﨑勝己様
＊①IM 実行委員長 会田様･越谷東 RC 幹事 山﨑様
ようこそ越谷 RC へ。IM の成功をご祈念申し上げま
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す。②三遊亭吉窓師匠 本日は楽しい落語をありがと
うございます。笑いでストレスが発散できました。
③大橋育江様･吉澤京子様ようこそ越谷 RC へ。三遊
亭吉窓師匠のご紹介ありがとうございます。④会員
の皆様ベトナム国際奉仕プロジェクトへのご寄付ご
協力宜しくお願いします。/安濃和正会長
＊①越谷東 RC 山﨑幹事様･会田 IM 実行委員長様本
日はご苦労様です。②三遊亭吉窓様楽しい落語あり
がとうございました。③ベトナム国際奉仕プロジェ
クトへのご寄付皆様のご協力お願い致します。/吉澤
行雄幹事
＊三遊亭吉窓さん面白い落語ありがとうございます。
/小林悦也
＊①越谷東 RC 会田さん･山﨑さんようこそ越谷 RC
へ。②三遊亭吉窓師匠今日はありがとうございます。
笑いの角には福がきました。/井橋吉一
＊①越谷東 RC IM 実行委員長 会田様･幹事 山﨑様
本日はご苦労様です。②三遊亭吉窓師匠笑いの一時
を大変ありがとうございました。大橋育江様･吉澤京
子様ご苦労様です。/中島美三郎
＊例会ではどんな歌も楽しく唄ってきましたが今月
の歌は初めて口ずさむ事ができませんでした。しか
し唄っているメンバーが多数いる事に気づいて改め
て時代を感じました。何年前の歌でしょうかね？ /
新井 進(1980/12 発売です)
＊三遊亭吉窓師匠楽しい落語ありがとうございまし
た。/山田二三夫
＊遅れて申し訳ありません。落語の隣で食事をする
事になってしまいました。/石河秀夫
＊①第 8 ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM 実行委員長 会田様･越谷東 RC
幹事 山﨑様 IM 楽しみにしています。②三遊亭吉窓
様･大橋育江様･吉澤京子様本日はありがとうござい
ました。/江原武男
＊越谷東 RC 会田 IM 実行委員長･山﨑幹事ようこそ
越谷 RC へ。IM の準備ご苦労様です。/澤田裕二
＊会田 IM 実行委員長･山﨑越谷東 RC 幹事ようこそ
越谷 RC へ。今後も宜しくお願いします。/坂巻邦夫
＊①IM 実行委員長 会田さん･越谷東 RC 幹事 山﨑
さんようこそ越谷 RC へ。IM 頑張って下さい。②三
遊亭吉窓さん楽しいお話ありがとうございました。/
森 仁三
＊第 8 ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM 実行委員長 会田さん･越谷東 RC
幹事 山﨑さん今日はようこそお越し下さいました。
IM の成功を願っております。/中里静博
＊三遊亭吉窓師匠大変愉快なお話ありがとうござい
ました。/吉野寛治
＊①第 8 ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM 実行委員長 会田様･越谷東 RC
幹事 山﨑様ようこそ越谷 RC へ。IM の成功をご祈
念致します。②米山奨学寄付に坂巻会長ノミニーと

若海副幹事よりチョット大きくそして鈴木功会員か
らは普通に遅ればせながら奥田米山奨学副委員長よ
り少し大きく頂きました。まだご寄付頂けていない
方々宜しくお願いします。③先週スマイルを出しは
ぐりました。前回の総会では平田･若海年度のスター
トと坂巻会長ノミニー誠におめでとうございます。
おまけで私の 60 代会長の承認までありがとうござ
いました。皆様のご協力宜しくお願いします。/豊田
高行
＊三遊亭吉窓さん面白い落語ありがとうございまし
た。/鈴木 功
＊本日は全国的にみても強烈な寒波がきているとの
事でしたが私にも強烈なカンパが例会場でやってき
ました。木村さんに 1 万円･豊田さんに 4 万円強烈な
カンパです。/若海宗承
＊三遊亭吉窓様楽しい落語ありがとうございました。
結婚祝いもありがとうございました。/稲村敏伸
＊ベトナム国際奉仕プロジェクトへの支援金ご協力
ありがとうございます。強烈なカンパはベトナムに
いく 2 月頃まで居座る予定ですので引き続き宜しく
お願い致します。/木村淳一
＊三遊亭吉窓様本日は笑わせて頂きました。ありが
とうございました。/吉澤雅隆
＊第 8 ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM 実行委員長 会田様･越谷東 RC 幹
事 山﨑様ようこそ越谷 RC へ。これからも宜しくお
願い致します。/清水勝吉
＊越谷東 RC 会田様･山﨑様ようこそいらっしゃい
ました。昨夜のクラブ会報委員会大変お世話になり
ました。/中島雅樹
＊①遅くなりましたが誕生祝いありがとうございま
した。②休みがちですみません。出席できるように
頑張ります。しかし会長より今日出てきている人は
大丈夫と言われたので安心しました。/奥田正樹
＊クリスマス例会へのたすうのお申込み大変ありが
とうございます。精一杯設営させて頂きます。/井橋
英蔵
＊所用により早退させて頂きます。申し訳ありませ
ん。/大塚洋幸
本日 51 件 54,000 円

累計 1,285,000 円

◆ 出席報告
本日出席率 65.26 ％
会員数 101 名
出席者数
62 名 出席免除者数 19 名
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