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 皆さんこんにちは。今日は２

月７日ですが、過日３日の日

曜日が節分で、４日の月曜日

が立春でした。暦の上では春と

いう事になりますが、まだまだ寒

い日が続きます。また今年は特

にインフルエンザが猛威を振るっ

ていまして、幼稚園や学校は軒並み学級閉鎖というニュース

が舞い込んでまいります。皆様方におかれましては、手洗いを

励行して風邪の予防には充分気を付けていただきますよう願

いいたします。 

  学級閉鎖の話をしましたが、保育所は学級閉鎖ができない

事はごぞんじですか。なぜなら、保育所は、子育て支援を掌

る児童福祉施設だからです。 

  つまり、働くお母さんに代わって子どもを預かる施設なので、

子どもが預けられないと親が仕事に行けなくなるからです。し

かしながら熱が下がってもあるいは、インフルエンザと言われな

くても体に菌がいる場合があるので、その子が園に来るとたち

まち大流行という事になります。なかには会社を休めないので

無理に子どもを連れてくる親がいますが、元気な子がうつって

しまって、その親が会社を休まなくてはならなくなってしまうので、

逆の立場をかんがえて、もしインフルエンザにかかってしまったら、

完全に治るまでお休みして下さいとお願いをしています。 

  さて、先月１月は新年会の月で、私も毎日のように会合が

ありました。そこで議員さんの挨拶がありましたが、来年度は

最後の平成年度になり、４月の県議会議員選挙を皮切り

に、参議院選挙、埼玉県知事選挙また各市町村の首長選

挙が色々とある年と言っていました。久喜市と埼玉県のパイプ

役を誰に委ねるのか。消費税10%になって参議院の与党は

過半数とれるのか。長期政権はいかんと言っていた知事がま

た立候補するのか。幸手の市長選はどうなるのか私たちも政

治に無関心ではなく、注視して行動しなければいけないなと

思っております。 

  来週、第７グループの IM が終わると 2770 地区も久喜ク

ラブも大塚次年度のバトンゾーンになってまいります。 

  私も RLI のパートⅢに参加して会長職を全うしたいと思って

います。 

  最後になりますが、明日から２名の韓国交換学生の高校

生が久喜にやってきます。ホームステイは、蓮実久司さんのお

宅にお願いしました。是非、皆さんで協力してインターアクト

事業も、これからのロータリー活動も、よろしくご支援いただき

ますようにお願い致しまして、会長挨拶といたします。 

 
 

 

 

 

 

会長：夢川善裕  幹事：服部智也 

例会日：木曜日 12:30～13:3０（夜間例会 18:00～） 例会場：三高サロン 

事務局：〒346-0003久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F 

 

会長挨拶：夢川 会長 

 

本日のお客様紹介 

 ようこそ久喜ロータリークラブへ  

   元消防庁長官    青木信之様 

   米山記念奨学生   雷 雲恵さん 

   青少年交換留学生 ロバート君 

                シトラリさん 

誕生祝い 2月 

 

伴 会員 米山奨学生 雷さん 

大塚副会長 

飯島会員 
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米山記念奨学生 雷 雲恵 さん 

今日は中国の春節について紹介

します。ご存知のように、今週の火曜

日は中国の春節でした。春節の習

慣と言えば、同じ中国人であっても、

異なる地域によって、いろいろと違っ

てきます。ここでは、私の故郷の習慣について話をします。 

お正月が旧暦の 1月 1日から始まります。しかし、春節に先

立つ行事として、帰省、大掃除、買い出しなどが挙げられます。

まず、帰省なんですが、この時期は中国で最も交通が混雑する

時期で、故郷へ帰り、家族と共に春節を迎えるために、ほぼ 30

億の人々が移動します。そして、中国人にとって、旧暦の 12月

24日も特別な日です。その日は「小年」、つまり、小さいお正月

と言いまして、その日、企業は忘年会をやったり、家族は年配者

の家にそろって一家団欒で過ごしたりをします。 

そして、お正月の前日、大晦日には家族みんなそろって盛り

だくさんな夕食を食べます。中国の北方では餃子を食べますが、

私のふるさとだと、魚を食べます。なぜかというと、中国語の魚は

yu と言い、中国語の余りの yu とは同じ発音で、「毎年残りが

あり」を意味しているからです。そして、一年が甘くなるように、と

の願いを込めて砂糖水を飲みます。また、おめでたい気分を表

す絵や春聯を掛けます。春聯は「しゅんれん」といい、おめでたい

言葉を赤い紙に書き、入り口に貼って、新年をお祝いや邪気を

払う言葉を書きます。そして、夕食の後、家族みんなでお正月

の特別番組、日本の紅白歌合戦と同じような番組を見ながら、

お世話になった人々に感謝の気持ちを込めたお電話をして、メ

ールやお手紙などを送ります。 

お正月に爆竹を盛大に鳴らすのは春節の特徴です。そして、

年明けには、お寺へ初詣に行ったり、親戚の家を訪問したりして

毎日忙しいです。では、なぜ春節の時に爆竹が鳴るかというと、

中国の昔話を紹介したいと思います。 

むかしむかし、「年」という妖怪がいます。春節の際に、その妖

怪は山から人里におりくるため、人々は春節を非常に恐れてい

ました。ある日、竹に火を付けて暖かみを取っている農民が妖怪

と会いました。驚いた農民は、火の付いた竹を捨てて逃げ出した

が、妖怪も火のついた竹がパチパチと音を立てていることに驚き、

山に逃げ戻りました。妖怪の弱点を知った人々は毎年正月に

なると、各家庭で竹を燃やします。 

今年のお正月、私は家に帰れないけれども、中国人留学生

たちと一緒に手作りの餃子を作って、楽しく過ごしました。そして、

3月 4日に両親が日本に来るので、すごく楽しみにしています。 

ありがとうございました。 

 

青少年交換留学生 ロバート君（カナダ） 

みなさんこんにちは。私は、留学生といっしょに浅草に行きました。たくさん人がいました。そのあと、公園に

行きました。カナダの公園はきれいです。日本の公園は、もっときれいだと思います。日光に行きました。カ

ナダと同じように、たくさん雪がありました。徳川家康の神社に行きました。とてもきれいでした。スキーツア

ーに行きました。とても楽しかったです。カナダのお父さんとお母さんは、スキーが大好きです。私は、スキー

は、初めてでした。私は、スキーが下手です。スキーは、好きじゃない。でも、とても楽しかったです。ありが

とうございました。 

青少年交換留学生 シトラリさん（メキシコ） 

みなさんこんにちは。遅れてごめんなさい。先週、スキーツアーに行きました。スキーは初めてで、最初は怖かった。たくさん転んだ。でも、

だんだんよくなりました。私は、メキシコではフィギアスケートをやった。だから、スキーとアイススケートは、ちょっ

と似ている。本当に楽しかった。2人メキシコ人に会った。彼はうるさい。東京スカイツリーに行った。日本に

来て、初めて行った。私は、東京スカイツリーに行きたい。行きたい。と思っていた。今月は、本当にうれしか

った。もう一回、浅草に行った。私は、ご朱印帳を持っている。だから、浅草に行って、ご朱印もらった。おも

しろい。たくさんほしい。今日もよろしく。ありがとうございました。 

 

 

  元消防庁長官 青木信之様 

  「これからの防災～最近の災害事例を踏まえて～」 

               ＊卓話詳細は別紙資料をご参照ください。 

お客様挨拶 

 

卓話 
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◆第７グループ チャリティーゴルフコンペ 月３月 5日（火）フレンドシップ  

  ご家族、お友達お誘いあわせの上、ご参加ください。 
 

 

 

【例 会 のご案 内 】   

月 日 例会 卓 話 会場・時間 

 

14（木） 振 替 
 ⇒ 16（土） 第 7 グループ IM  幸手・ホテルグリーンコア  14時 00分～ 

送迎タクシー）久喜駅 au前 13：15発  あやめ会館 13:00 発 

21（木） 夜間例会 
菖蒲・田口屋 点鐘 18時  

 送迎バス）久喜 au前 17時発⇒菖蒲あやめ会館 17時 30分 

28（木） 休 会  

 

【今後の予定・その他】   

 月 日  会場・時間 

2 

8（金） 韓国インターアクト訪日 久喜クラブ歓迎会 久喜・旬花 18時～ 

9（土） 第 5回来日学生オリエンテーション 春日部キューブ 13時～ 

10（日） インターアクト協議会及び歓迎会 埼玉県民活動センター 10時～ 

13（水） 第７グループ会長幹事会 ゴルフコンペ実行委員会 幸手・宝や 18時 30分～ 

3 

5（火） 第 7 グループゴルフ大会  フレンドシップ  

8（金） ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）パートⅢ 大宮ソニックシティ 

13（木） 

14（金） 
会長エレクトセミナー（PETS

ペ ッ ツ

） ラフレさいたま 

 

 

 

 

   

 

 

 

2/17 ニコニコ BOX 33,000円 

 

 

 

  

 

ロータリーレート 2月 1 ドル＝110円 

 

出席委員 飯島 委員 

 

 

 

 

 

服部 幹事 

 

 

 

 

 

幹事報告 

委員会報告 

 

★夢川会長：本日も宜しくお願いします。 

★伴会員、飯島会員：誕生祝いありがとうごうざいます。 

★林会員：消防庁長官卓話よろしくお願いいたします。 

★倉持会員：青木様本日はありがとうございます。 

★平澤会員：今日もよろしく。★加藤会員：欠席のおわび。  

★大塚会員：本日もよろしく。★木村会員：本年も宜しくお願いいたします。 

★冨田会員：今月もよろしくお願いします。（敬称略・順不同）                                                                  

出席報告 

SAA 横山 委員長 

 

 

 

 

 

スマイル報告 

定員 免除 出席 ＭＵ 欠席 出席率 

51 14 23 4 10 72.97％ 
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