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 皆さん、明けましておめでとうございます。本

日は２０２２年始まりまして第１例会となります

ので、どうぞ宜しくお願いいたします。 

 １月６日は雪が降り積もりましたが、皆様体調

はいかがでしょうか。私は市役所で松本四郎会員

と監査をしておりまして、運転に不安があるもの

ですから積もる前に急ぎつつも安全運転で帰宅い

たしました。 

 コロナ禍で新規感染者が減少し明るい兆しも見

えてきておりましたが、南アフリカで新変株（オ

ミクロン）の感染が確認され、日本でもお正月以

降感染者が増えております。また、岸田総理が１

都１２県にまん延防止等重点措置を、１月２１日 

会長の時間 会長 鈴木 明子 

から２月１３日まで適用と表明されました。改め

て感染対策をしっかりしてまいりたいと思います

し、８時以降の酒類の提供が制限されますので、

次週の新春の集い（夜間例会）については中止、

又は延期も視野に入れ理事会で検討をいたしたい

と思います。 

さて、１２月１５日に第４回会長幹事会が開催さ

れましたのでご報告いたします。ＩＭについてで

すが、前回ご報告した通り２月２６日（土）会場

はベルセゾンです。コロナの感染状況によっては

参加者を絞っての開催になるかもしれませんの

で、その時はまたご報告を差し上げます。 

また地区の公共イメージ委員会からお願いがござ

いました。「ＬＩＮＥでフォトコンテスト・街で

見つけたロータリー」のチラシを配布させていた

だきました。応募期間は１２月１日～令和４年２

月２８日、応募点数は１人写真３枚迄となってい

ます。街でロータリーマークを見つけたら写真を

撮って応募して下さいとのことです。ロータリー

会員以外の一般の方も応募できるそうですので、

写真好きなお知り合いの方がいらっしゃいました

らお声がけをお願いいたします。大きいポスター

も１０枚預かって参りましたので、事務所等で掲

示できる方はお持ち帰り頂ければと思います。 

 本日は、この後も話す時間がありますので、会

長の時間は短めで終了いたしたいと思います。 

  

 



 １、１月のロータリーレート １ドル⇒１１５円 

１、ハイライトよねやま２６２号拝受 

１、地区事務所より８件受信 

 １）地区大会記念チャリティーゴルフコンペ 

日時：３月８日（火）７時～受付  

＊スタート４０分前までに 

   会場：武蔵カントリークラブ 豊岡コース 

   登録料：５，０００円  締切：２月１５日（火） 

 ２）下期地区分担金納入依頼 

 ３）国際大会における地区主催ツアー中止 

 ４）バギオ基金２０２０年度事業報告書と会報 

５）ＲＩ第２６２７地区小林ガバナーより「ＲＩ 

  会長杯ワールドゴルフ大会」参加依頼  

６）ロータリー奉仕デー開催報告書提出依頼 

 ７）地区大会における選挙人名簿提出依頼及び 

   選挙人登録書並びに地区大会決議（案） 

 ８）相原年度月信１３号掲載収支報告書正規版  

１、第２グループＩＭの案内並びにコロナウイル 

  ス感染対策と皆様へのお願い 

日時：２月２６日（土） 点鐘：１４時～    

会場：ベルセゾン  登録料：２，０００円 

１、第２ＧＩＭへの出席人数連絡の締め切り延期 

１、第４回会長幹事会議事録及び収支報告書 

１、第５回会長幹事会議事録及び収支報告書 

  日時：１月２６日（水） 点鐘：１８時 

  会場：ベルセゾン ４F ＴＡＫＡＳＡＧＯ 

１、第２回、第３回会長幹事会収支報告書訂正版 

１、新座市国際交流協会第６回理事会開催の案内 

１、東松山ＲＣ例会場並びに事務所移転の案内 

 
親睦活動委員会    委員 神谷 億文      

鈴木 明子会員 新年明けましておめでとうござ

います。本日は新春卓話をさせて頂きます。よろ

しくお願い申し上げます。 

森  克巳会員 明けましておめでとうございま

す。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

神谷  稔 会員 市社協の理事会の為、早退致し

ます。申し訳ありません。 

金子 幸男会員 オミクロン様に負けずに頑張り 

ましょう。 

岡野 元昭会員 やっと８１歳になりました。 

宮川 勝平会員 昨年はお世話になりました。本

年も宜しくお願い致します。 

岡本比呂志会員 今年の干支（えと）は「壬寅」

（みすのえ・とら）です。「春の胎動」を呼ぶ意

味があるようです。今年も皆様にとって、健康で

より良い年となるようにお祈りします。 

森田 輝雄会員 新年おめでとうございます。本

年もよろしくお願いします。 

増渕 和夫会員・神谷 億文会員・松岡 昌宏会員 

小泉 哲也会員  『明けましておめでとうござい

ます。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます』 

スマイル報告 

幹事報告 幹事 森  克巳  

 

今月のお祝い 

会員誕生月：岡野元昭会員 

夫人誕生月：大塚雄造・岡野元昭・大塚誠一 

      龍山利道・髙𫞎遼太 各会員夫人 

 

表彰  ロータリー財団寄付金 

森田輝雄会員にマルチプル・ポールハリスフェロー  

「ご協力ありがとうございました」 



 

皆様、改めまして明けましておめでとうござい

ます。昨年７月より会長を務めさせて頂き、半年

が過ぎました。コロナ禍ということで、例会の回

数が少なく、奉仕活動もままならない状態です。

また、変異株の感染者が急拡大しています。なお

一層の対策をしてまいりたいと思います。 

２月２６日にはＩＭが控えております。ＩＭの

開催に向け頑張ってまいる所存ではございます

が、コロナ禍ですので開催については状況を逐一

報告させていただきます。 

 さて、実は私は１９６２年生まれの寅年で、今年

は年女６０歳の還暦です。お正月初詣に参りまし

たら厄年の一覧があり、男女ともに人生最後の本

厄との事。女性は３７歳で厄年は終わりかと思っ

ていましたが、調べてみますと男女共に６１歳が

本厄との事です。コロナ禍ですが、厄落としのた

めに近々お参りができればと考えております。

「干支（えと）」と「十二支」は違うそうです。

ネットで調べたところ、十二支は１２種類の動物

ですが、それ以外にも時刻や方角を表すこともあ

ります。干支とは、元は「十干（じゅっかん）」

といい１～１０までの数を数えるための言葉だそ

うです。これらを組み合わせると、２０２２年は

『壬 寅（み ず の え・と ら）』。「壬（み ず の

え）」は女性がお腹に子どもを宿す「妊」の一部

であることから「はらむ」「生まれる」という意

味です。虎という漢字はもともと「演（えん）」

が由来といわれ「人の前に立つ」、演と同じ読み

の「延（えん）」から「延ばす・成長する」とい

う意味を持っています。この二つを組み合わせた

『壬虎（みずのえ・とら）』には「新しく立ち上

がる」「生まれたものが成長する」といった縁起

の良さを表していると言えるそうです。なんと私

が生まれた１９６２年も『壬虎』です。２０２２

年の寅年は、これから新しい芽が「成長する」、 

新春卓話 会長 鈴木 明子 

 

皆さん、改めまして本年もどうぞ宜しくお願い

致します。 

 昨年は、年末にかけて、コロナの感染拡大が下

火になっていて、ようやく2022年は公私ともに思

い切り活動できると思っていたら、今年に入って

からは再び感染拡大が勢いを増してきています。 

なんだか、また憂鬱な日々が待っているのかと思

うと、今一つ晴れやかな気分にはなれません。 

そんな中、新年早々の仕事始めの日に、うちの

事務所に、新規のお客様が相談に来られました。 

ふと、そのお客様の背広の襟元をみると、見覚え

のあるバッジが光っていました。 

それは紛れもなく、ロータリーバッジでした。す

ぐに私は、「もしかして、ロータリアンでいらっ

しゃいますか？」と聴くと、嬉しそうに頷いてく

れて、そこから話が大いに盛り上がりました。仕

事の方は、もちろん即決で契約となりました。

ロータリーバッジの威力をみた思いがしました。 

それと同時に、ロータリー会員として、恥じる事

のないように、しっかりと任務を果たしたいと身

の引き締まる思いがしました。 

新春卓話 幹事 森  克巳  

 

新しい日常ウイズコロナ、アフターコロナが「始

まる」年になるといいなと思っております。 

話は変わりますが、埼玉県大野知事が年末の記

者会見で今年の漢字として『感（かん）』と発表

されました。「東京オリンピック競技大会で多く

の県民に感動を与えた。新型コロナウイルス感染

症対応の第一線で奮闘・活躍された医療従事者・

介護従事者の方々へ、感謝の気持ちを込めて１年

を締めくくりたいと思う」との内容でした。 

私も新座ロータリクラブに出会えた事、諸先輩

方の仲間入りができました事に「感謝」を込めま

して、残り半年の会長職を務めて参る所存でござ

います。今度ともご指導を賜りますよう宜しくお

願い申し上げまして新春卓話とさせて頂きます。 
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〒352-0001 新座市東北2-25-11-406 

   電 話   ０４８ (４７３)７０４１ 

   ＦＡＸ   ０４８ (４７３)９２２１ 

 Ｅメール niiza.rc@dance.ocn.ne.jp 国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ 

http://www.niiza-rc.jp 

さて、私の仕事の話を少しさせて頂きます。 

 私は、社会保険労務士と行政書士の事務所を経

営しております。仕事の内容は、主に埼玉県内の

中小企業と顧問契約を結んで、その企業の従業員

の社会保険手続きや給与計算をしたり、就業規則

を作ったり、労務管理に関する相談を受けたり

と・・・。要するに、会社の人事や労務管理に関

するコンサルタントをしています。 

この約２年もの間は、やはり我々の仕事にも少な

からず影響を及ぼしています。お客様が廃業した

り、業績悪化によって契約を打ち切られたり、暗

い気持ちになることも少なからずありました。 

しかし、反面、これまでになかった新たな可能性

が広がったような気がします。たとえば、これま

では、お客様とのコミュニケーション手段は、電

話、メール、直接面談の３つだったわけですが、

これらに新たに「リモート面談」という手段が加

わりました。 

これによって、従来お客様の会社に訪問するため

に必要だった移動時間が不要になり、時間と交通

費の節約が可能になりました。また、研修会やセ

ミナーなども、会場に足を運ぶことなく、全国ど

このセミナーでも、簡単に受講できるようになり

ました。これは、コロナがもたらした一つの革命

といってもいいのかもしれません。物事には、悪

い面があれば、必ず良い面もある・・・。この事

を実感させてくれたコロナ禍の２年間だったと思

います。ということで、今年は、「何事も良い面

を見つけて、明るく努力すること」を、座右の銘

に掲げて、一歩でも前進できるように、努力して

いきたいと思っております。 

さて、私は2018年より入会させて頂き、年が明

けてようやく４年の歳月が流れました。そんな若

輩者の私が、昨年の７月から幹事を仰せつかって

おりますが、まだまだ不勉強である事に加えて、

一昨年からのコロナ禍によって、ロータリー活動

が制約されてしまい、経験を積むこともままなら

ぬ２年間を過ごしてしまいました。今年も、どの

ようになるかは予断を許しませんが、残りの任期  

 

を、精一杯全うしていきたいと思います。 

皆様、今年もどうかご指導とご鞭撻を、宜しく

お願い申し上げます。 

 

皆様、明けましておめでとうございます。 

 コロナ禍の新春例会も２年目となりました。鈴

木会長、森幹事におかれましては、大変厳しい世

間情勢の中でのロータリー活動、クラブ運営を強

いられ、ご苦労は察して余るものがございます。 

しかしながら、こうして、多くの会員の皆様が一

同に会してご尊顔を拝し、お元気であることがわ

かり大変喜ばしく思っております。 

とにもかくにもお身体の健康が第一ですので、決

して無理をなさらずに、また例会に来て頂き、私

共壮年の後輩をもっともっとご指導して頂きたい

と存じます。 

 新座クラブの一番良いところは、この例会の柔

らかい雰囲気にあるかと思います。個人的にも、

仕事が忙しかったり、色々悩むことがあったり

と、例会場に来るまで足取りが重たく感じること

が多々ありますが、いつも皆様とお話をして、食

事をして帰る頃にはまた明日から頑張ろうという

気持ちにさせて頂いております。元気を頂いてお

ります。 

 私も色々な団体に所属しておりますが、我が新

座ロータリークラブの様な団体は、他にはござい

ません。どうか皆様、コロナに打ち負けることな

く、健康を維持し、ロータリークラブを益々盛り

上げて頂きたいとお願い申しあげて副会長の挨拶

とさせて頂きます。 

新春卓話 副会長 松岡 昌宏 


