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会長卓話 

 

須賀 篤史 会長 

皆さん、新年あけましておめでとうございます。本

年もどうぞよろしくお願いいたします。 

2021 年が始まりまして約 2 週間が経ちますが、新

型コロナウィルスの感染拡大は広がる一方でつい先

日 2 度目の緊急事態宣言が発令されてしまいました。

本来ならば新年1回目のこの例会は皆さんとリアルに

顔を合わせて開催するつもりでしたが、残念ながらこ

のようにオンラインでの開催となってしまいました。23

日に予定していました IM も 3月に延期となり地区か

らも例会は極力休会、もしやるなら必ずオンラインで

との要請がありました。本当にどこまでこんな状態が

つづくのか不安ですが、頑張って参りましょう。くれぐ

れもご自愛ください。 

さて、暗い話はここまでにして今年は丑年です。牛

は動きが緩慢で歩みの遅い動物ですので「先を急が

ず一歩一歩着実に物事を進める事が大切な年」と言

われています。また、十二支の 2 番目であることから
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活動的な子年に蒔いた種が芽を出して成長する時期

とされ、やはり焦らずコツコツと努力を続けることが将

来の成功につながっていくとされています。丑年はこ

れから発展する前触れというような年になると考えると

良いかもしれませんね。また、丑という字はもともと、

手の指を曲げて物を握る様子を表した象形文字で、

つかむ、からむという意味があります。過去の丑年に

はガガーリンを乗せた人類初の宇宙飛行や、ゲーム

のスーパーマリオの発売が大ヒット、また、世界初の

量産型ハイブリッド車プリウスがデビューしたなど革新

的な年でもありました。2021 年もコロナに負けずこれ

からの発展を願いながら幸運・笑顔をつかみ明るい

年になることを願いたいと思います。 

 

今日はこの後の会員卓話として、丑年生まれの会

員による年頭の抱負をお話ししていただきます。昭和

12 年生まれの鈴木英男会員・木村二夫会員、昭和

36 年生まれの今年還暦の大熊正行会員の御三方に

お願いしておりますので後ほどよろしくお願いいたし

ます。 

実は私も昭和 48 年生まれの丑年で年男です。さ

て、ここで質問ですが、皆さんは新聞に載ったことは

ありますか？ 

 

こちらをご覧ください。これは今から 36 年前、昭和

60年 1月 7日の東武よみうりに掲載されたものです。 

この頃から食べることが楽しくなりご覧の通りすくすく

と育ちまして今に至ります。昨年待望の娘が誕生しま

したが今年、丑年の子供が生まれるとまたまた親子 3

代丑年となるのですがまぁ授かればいいなあぁと思っ

ております。 

今年の抱負としましては、ロータリーでは何もでき

ないまま年度の折り返しとなってしまいましたが、でき

ることをしっかりとやっていきたいと思っております。私

個人としましては、トライアスロンも今年はレース開催

が見えない状態のためトレーニングは多少はやって

いくつもりですが、今年はゴルフに少し力を入れてい

きたいと思っております。というのも実はメンバーコー

スである千葉CCでのハンデキャップが 12から 13に

落ちてしまいました。たった 1 じゃないかと思うかもし

れませんが、12 までが A クラスであり、これまで死守

してきました。自分の中の小さなプライドに火が付きま

した。ぜひ皆さん誘ってくださいね。 

また、年が明けてから毎日ではないのですが腹筋

ローラーを始めました。これは今のところ膝をついて

ないとできないのですが今年中に立ってできるように

なりたいと思っております。まあたいした抱負ではあり

ませんが以上で本日の会長挨拶とさせていただきま

す。本日もよろしくお願いいたします。 

 

幹事報告 

 
関 雄二郎 幹事 

（地区より） 

・財団ニュース 1月号が届いております。 

・RLIパートⅡ開催のご案内が届いております。 

・RC財団補助金セミナーの案内が届いております。 

・下期地区分担金の納入のお願い届いております。 
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・新型コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態宣言発

令の対応についてお願いが届いております。 

（クラブより） 

・第 8グループ他クラブより 1月の例会案内が届いて

おります。 

 

 

結婚記念・誕生日祝い 

（結婚記念） 

江口 公晴 会員 ・ 松井 昭夫 会員 

川島 徹 会員 

 

（誕生日祝い） 

青木 清 会員 ・ 松﨑 義一 会員 

大熊 正行 会員 ・ 髙橋 忠克 会員 

渡辺 裕介 会員 

 

 

 

表彰 

 

（感謝状・表彰状） 

越谷北ロータリークラブ 

小林ガバナー年度地区大会 感謝状 

財団ポリオプラス寄付額優秀クラブ賞 第 1位 

（地区 感謝状） 

堀野 眞孝 会員 ・ 大熊 正行 会員 

鈴木 英男 会員 ・ 宮﨑 敏博 会員 

 

入会式 

 

（入会者） 

中村 隆雄 会員 ・ 木村 二夫 会員 

 

 

 

 

お客様挨拶 

 

米山記念奨学生 陳詩楽（チンシラク） 様 

皆様こんにちは。あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。日本で新年を迎えるの

は4年目ですが、以前は、年末年始で紅白を観たり、

美味しいものを食べたりのんびり過ごしていました。

今年はその余裕がなく、年末年始は一人で引きこも

って論文を書いていました。その結果、先週の金曜

日に無事に〆切に間に合って論文を提出できました。

これから2月1日に口述試験があります。試験に合格

できるようにちゃんと準備したいと思います。最近はコ

ロナの感染人数が益々増えてきましたのでお身体に

気を付けて過ごしてください。 
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委員会報告 

被選理事会 今井 英治 副幹事 

被選理事会からのご案内になります。来週 1月 20

日（水）11時から第 1回被選理事会を予定しておりま

す。先日 FAX にてご案内を送らせて頂きましたが、

第 2 回の緊急事態宣言が発令されてしまいましたの

で、今回は大変申し訳ございませんが、お弁当は「な

し」とさせて頂きました。場所は例会場にて 11 時から、

本日と同じようにソーシャルディスタンスにて開催致し

ますので、宜しくお願い致します。 

 

卓話 

 

年男 大熊 正行 会員 

 本年の元旦で、とうとう満 60歳「還暦」となってしま

いました。年男に際し、今年の抱負と意気込みという

ことで少し話をさせていただきたいと思います。 

 毎年、個人的な目標や、今年は何をしようなど具体

的にテーマを持ったり見つけたりすることもなく、ただ

漠然と良い年になれば良いなと思い、初もうでに行っ

たときなどは「昨年一年間ありがとうございました。お

蔭様で無事一年過ごすことが出来ました。今年も、家

内安全、無病息災、商売繁盛、万年豊作、一年間何

卒宜しくお願いします」などと祈願します。 

 

 占いが好きな人、信じる人、頼る人、信じない人とそ

れぞれだと思いますが、私は結構信じる方で、悪いこ

とを言われたら気を付けるようにとか、直せるものなら

直すように心がけたりしようと思ったりもしますが、その

時は思ってもすぐに忘れたりして気の向くまま生活や

行動をしています。そんな中、今年の丑年の運勢をと

ある占いで診てみましたら、「あらゆる面においてとて

も良い年になる」となっていました。加えて、私は星座

で言うと『やぎ座』なのですが、『やぎ座』としても今年

はものすごく良い年になると出ていました。 

『健康運』『恋愛運』『仕事運』『金運』全てが、九年

もしくは十二年に一回の年周りだそうです。そういう年

にあたるそうですので、今年一年楽しく充実した年に

なるよう、しかし、浮かれたり調子に乗りすぎたり慢心

せずに何か新しい事にもチャレンジしながら行動して

行きたいと思います。 

占いの内容を簡単に説明しますと、今年一年は

『笑顔』で生活すると良いことがあるみたいです。その

中でも、「（※占いから抜粋）2021年は1961年生まれの

丑年の人にとって、金運が特に良い一年です。ただ

そこにいるだけで、必要なだけのお金は入ってきます

し、欲しいものも沢山手にできるでしょう。運気アップ

の秘訣は笑顔です。笑顔でいれば、どんどん金運が

上がっていきます。強い金運のある一年なので、その

恩恵を周りの人にも分けてあげられそうですね。1961

年生まれの丑年の人と特に親しい人たちは、たとえ

持った金運があまり良くなくても、1961年生まれの丑

年の人といるだけで、金運が上がって行きそうです」 

私と関わっている人、お金持ちになりたい人は私の

側に来てください。簡単ではありますが、今年の抱負

と意気込みということでお話させて頂きました。ありが

とうございました。 
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年男 鈴木 英男 会員 

新年おめでとうございます。昨年は新型コロナウィ

ルスで大変な年でした。未だに終息が見えず、マスク

をしないで平穏な生活の出来る日が早く来ますことを

願っています。 

 私がロータリークラブに入会したのは 1996年 3月

で、入会して間もなく 25年になります。入会のきっか

けは、当時ポラスグループの先代中内俊三社長とお

付き合いのありました小河内梅幸さんと鈴木由也さん、

お二人とも他界されておりますが中内社長の所に行

き、ポラスグループから誰かを越谷北ロータリークラブ

に入会させて欲しいと頼んだのがキッカケで、白羽の

矢が立てられたのが私でした。 

 当時中内は越谷南ロータリークラブの会員で、私も

断ることが出来ずにお受けしました。 

そして、入会して 2001年にクラブからの依頼を受

け地区に出向しました。私は地区のことは何も分から

ず、ただ 1年も行けばいいのかな、という軽い気持ち

で出向しましたが、結果的には 11年間地区に出向し

ました。それもロータリー財団部門だけ 11年間です。

その間、財団奨学・学友委員長を 3年続けてやり、ま

たロータリー財団部門委員長も 2回担当しました。大

変なこともありましたが、ロータリーについて勉強にな

り、また他のクラブの方とも知り合うことが出来、今年も

交流を続けていきたいと思っています。 

 次に、私は今年も健康を第一に考えていきます。今

も健康管理の一環として毎朝 4時 30分に起床し、一

時間程新聞を読んでから6時に家を出て、ウォーキン

グをしながら近くの交流館のグランドで行われている

ラジオ体操に参加しています。 

先ずラジオ体操の前に指導員によるストレッチ体操

とみんなの体操をやってから、6時 30分にラジオに

合わせてラジオ体操の第一と第二をやり、最後に越

谷市の「いきいき越谷健康体操」をやって家に戻ると

丁度 7時になります。今は緊急事態宣言を受け 2月

7日まで中止になっていまが、私自身はマスクをし、

ウォーキングを続けています。ラジオ体操の参加者は

50名程ですが、今年も参加者の皆さんと交流を図り

ながら続けていきます。 

 また、私は会社、学校、地域等、七つ程の団体に加

入し役職も受けておりますが、今年は自分の年齢も

考え、この団体加入を減らしていきたいと考えていま

す。ロータリー活動についても高齢のため限界を感じ

ています。同じ丑年の大熊さんとは二回り、須賀会長

とは三回り違いますので、若い方と一緒に活動するの

は無理かと思っています。 

 そして、女房も大分年老いてまきしたので、お互い

健康なうちに出来るだけ旅行もしたいと思っています。

海外は無理なので、国内、それも近くでゆっくりした

旅行をしたいと思っています。 

最後になりますが、コロナ禍が早く終息することを

願いつつ、私の今年の抱負と言うよりは願いとしてお

話させて頂きました。 

 

 

年男 木村 二夫 会員 

皆様こんにちは。明けましておめでとうございます。

昨年は皆様にご心配おかけしました。昨年の 5月 26

日、新型コロナウィルスが厳しい最中、朝遅めの食事
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を終え、一通り新聞に目を通して、その後 9 時半ごろ

椅子に座ってテレビを見て、そこから先がわからなく

なりました。うちの女房が、異常に気が付いてくれた

から助かりました。そのまま救急車に乗せられ、越谷

市民病院に搬送されました。市民病院に入ってから、

レントゲンを撮って CT スキャンをしました。そのあとも

また全然わからなくなりました。脳の右側がやられて

いたみたいで、カテーテル手術をしました。頭の右側

に血管から針金みたいなものを通していました。術後

は、血液がサラサラになる薬を頂きました。そして気

が付いたのが夜中の 3 時ごろです。その時に自分が

倒れた事を理解しました。コロナの最中なので家族は

誰も病室に入れずシャットアウトされていました。その

後 8日間入院をしました。一番うれしかったのは 4日

目にお風呂に入れたことです。 

生かされた命、これからどうやって生きて行こうかと、

これからはコロナにも気を付け、のんびりと余生を過

ごして行こうかなと思います。皆様、暇が合ったらお

茶でも飲みに来てください。一緒にお話しましょう。お

待ちしています。 

 

 

出席報告 

会員数          46名 

出席者          23名 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube 越谷北ロータリークラブチャンネル 

「第 2172回オンライン例会」 

 

https://youtu.be/5TG6i_Iv7iY 

このチャンネルでは、ロータリアンやその関

係者向けに当クラブの例会を投稿しています。 

 

実際の例会を映像で観てみたい方は是非チャ

ンネルまで遊びに来てください。 
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