
今日の例会
2月6日（木）第1407例会
例会時間：19：00
例会場所：さいたま商工会議所会館２階第一ホール
テーマ：｢ＩＭと30周年について｣
卓話者：小谷野IM実行委員長 梶間30周年委員長

次回の例会
2月14日（金）第1408例会
例会時間：16：00
例会場所：ロイヤルパインズホテル浦和
テーマ：｢2770地区第1Ｇ・第2Ｇ IＭ｣
講師：金森サヤ子 氏
演題：「ポリオ根絶におけるロータリーと日本の役割とは？」

2020.1.30 第1406回例会週報

相原 章幹事 村上基一会長

会長挨拶 会長 村上基一

幹事報告 幹事 相原 章

□ゲストビジターの紹介

・2/10 (月)18時「小梅」 第4回会長幹事会開催
（小宮・横田・村上・相原）
・次年度地区役員委嘱
ロータリーの友代表委員 → 梶間順子
ロータリー財団部門委員長、補助金・VTT委員長→小宮泰二
ブライダル委員 → 村瀬邦夫
地域社会奉仕委員長 → 横田松博

・

皆様こんばんは。先週行なわれました、創立
30周年記念社会奉仕事業には、当日早い
時間より皆様方にお集まり頂き設営準備、受
付、案内、撤去等のお手伝いを頂き誠に有難
うございました。1月23日夜7時からの事業で
条件が余りにも良くない時期、時間帯にも関わらず、村瀬委
員長、青木副委員長をはじめ、皆様方のご協力により、お
陰様でご来場人数230名を超える方々にお越し頂き、盛大
に開催できました事をこの場をお借りして感謝を申し上げる
次第です。
今月も後2日来月にはIMがあり、本年度は小宮ガバナー
補佐を排出しておりますので今回は主管クラブとして当日皆
様をお出迎えやら、お見送り等でクラブ一丸となりましてお手
伝いをしなくてはなりませんので、一人でも多くの皆様にご参
加いただきますよう宜しくお願い申し上げます。集合時間につ
きましては、後日ご案内をさせて頂きます。そして、IMが終
わった翌日から、バンコク経由してネパールへ辻村委員長、
相原幹事、私の家内と今回は４名にて、大口枠補助金事
業の検証に行って参ります。希望者がいらっしゃればまだ間に
合います。相原幹事までご連絡をお願いいたします。
昨年の台風19号の災害による義援金を2520地区2530
地区、2600地区それぞれに贈らせていただいたというご協力
の御礼と、報告を地区より頂きました。
また、一昨日、第二グループ浦和北東ロータリークラブ、昨
日浦和北ロータリークラブの例会に、梶間30周年実行委員
長、チャリティーゴルフ担当村瀬委員長、共々記念ゴルフ、
記念式典のご案内に訪問してまいりました事を報告させて頂
き、会長挨拶に代えさせて頂きます。

委員会報告

「４つのテスト」唱和の米山奨学生
アフィカ アマリナ ビンティ ハヤさん

ライラ研修セミナー募集
5/16（土）～18（月）
福島県・会津高原たかつえ
研修テーマ：‘地域おこし’について

樺沢二郎様（大宮南RC） ヤセ騎士 氏

第１・２グループIM ※ ホストクラブです！
2/14(金) 15時集合・16時点鐘 ご協力宜しくお願い
ロイヤルパインズホテル浦和 します。

青少年奉仕委員会 石関健委員長

30周年実行委員会の様子



会員総数(免除) 47（6)名 本日の出席率 63.41％

出席算定 26/41 本日の出席 26

出席報告 1月30日（木）第1406回例会
例会日：毎週木曜日 19:00～20:00
例会場：さいたま商工会議所会館２階 第１ホール
事務局：さいたま市浦和区高砂3-17-15

さいたま商工会議所会館７階
TEL:048(838)7740 FAX:048(838)7741
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://urawa-naka-rc.org

会長：村上基一 会長エレクト：相原 章 幹事：相原 章 クラブ管理運営委員長：尾崎 康
プログラム委員長：山崎 純 親睦委員長：伊藤健治 ロータリー情報委員長：小谷野英一 出席委員長：小峰 保
研修リーダー：井上 彰 公共イメージ向上委員長：折茂雅信

小谷野堅太郎会員

■ 卓 話

[学歴]
埼玉県志木市生まれ志木市育ち 地元の小中学校卒業
1986年３月
埼玉県立志木高等学校 卒業
1992年３月
青山学院大学 経済学部 経済学科 卒業

[職歴]
1992年～ 東京ミノルタ事務機㈱ → 現コニカミノルタ㈱ ※営業部
1995年～ (株)ワークス設立(大阪市浪速区) ※業務請負会社の代表取締役社長
2001年～ (株)シー・スタイル設立(大阪市西区) ※人材派遣会社の代表取締役社長
2007年～ 会社を譲渡、廃業 → 吉本興業大阪所属タレントになる
2012年～ 吉本興業大阪からオスカープロモーションへ移籍
2016年～ 10月より独立。フリーのマルチお笑いタレントへ転身 ～ 現在に至る

[芸人としての経歴：芸歴１３年目]
大学を卒業後、コニカミノルタに就職しサラリーマン経験を経て、大阪で人材派遣会社を設立も、約10年後に廃業。2007年にふと

したことから吉本興業大阪に所属。舞台やテレビを中心に『魔界岩棲(マカイロックス)』という芸名でピン芸人として活動。2008年～
2009年には、日本テレビ『エンタの神様』に出演。母の病気をきかっけに2010年に志木市の実家に戻ると同時に吉本興業を辞める。
その後は、大阪の井岡ボクシングジムでボクシングトレーナーとして減量やダイエット指導をしていた経験を活かし、2011年に日本ダイ
エット健康協会のダイエットインストラクターの資格を取得。2012年に、ダイエットインストラクター芸人『ヤセ騎士(ヤセナイト)』の芸名で、
オスカープロモーションのオーディションに合格。『お笑い』『健康』『ダイエット』の３つを融合した、タメになって笑えるネタを展開。すると「面
白くて笑えて健康知識も学べる！」との評判が口コミで広がり、今では主に、市の公共施設、高齢者介護施設、大学、専門学校等で
『お笑い長生き健康講座』や『お笑いダイエット講座』を頻繁に開催。その他、様々なイベントの司会やお笑いライブ等、喋りの仕事のオ
ファーが殺到‼ 特に埼玉県内の市のイベントに引っ張りだこ。 現在に至る。

「ロータリーは世界をつなぐ」
－ポリオ撲滅から、クラブ活性化へー

「お笑い長生き健康講座」 ヤセ 騎士 氏

お笑い芸人のヤセ騎士さん（51）は
自殺さえ考えた紆余（うよ）曲折の
人生を語り、ネタを交えながら間違った
ダイエット法などを教える卓話であった。
大学を卒業後、大手企業に就職後、
大阪で起業し、年商３億円の社長と
なるも、廃業や離婚を経験。現在は
「お笑い」「健康」「ダイエット」の三つを
融合した「ダイエットインストラクター芸
人」として、講演会や司会業もしてい
る。ヤセさんは「自分の好きなことをや
る大切さが伝わり、少しでも人生が好
転してもらえれば」と話している。

（編集：公共イメージ向上委員会）



ニコニコＢＯＸ（第 1406例会 2020年 1月 30日） 

村上会長：ヤセナイト様本日の卓話宜しくお願い致し

ます。大宮南 RC樺沢二郎様、米山奨学生アフ

ィカさんようこそ！  

相原幹事：ヤセナイト様、樺沢様ようこそお越し下さ

いました。本日は宜しくお願い致します。  

小峰 保：ヤセナイト様卓話宜しくお願い致します。

大変楽しみにしております。  

鈴木弘一：村瀬委員長、先週はご苦労様でした。小宮、

堅太郎、横田さん IMキャラバンご苦労様です。  

横田松博：樺沢さん今回も素晴らしい方を紹介頂きあ

りがとうございます。  

松本利男：今日は暑かったです。４月の陽気ですね。  

佐藤美好：ヤセナイト様本日の卓話宜しくお願い致し

ます。連日新型コロナウィルスの話題で持ち

切りです。オリンピック開催まで尾を引から

ければ良いのですが。予防に気を付けよう！  

小嶋敏夫：今日は過ごしやすい夜ですね。でもあまり

飲むにはちょっと…。  

小宮泰二：本日卓話のヤセナイト様お話楽しみにして

おります。大宮南 RC樺沢様ようこそ。横田さ

ん連日ありがとう。春っぽいせいか眠いです。  

小島 昇：ヤセナイト様今日の卓話楽しみにしており

ます。コロナウィルスや暖冬で今年の日本の

景気が心配です。  

梶間順子：先日は認知症講座お疲れ様でした。大成功

でしたね。ヤセナイト様楽しみにしていまし

た。宜しくお願い致します。カバちゃん、い

つのまにマネージャー業になったの？（笑）  

松本博史：ヤセナイト様、本日は宜しくお願い致しま

す。お話聞いてメタボ解消目指します。  

尾崎 康：ヤセナイト様、ご指導の程宜しくお願い致

します。 

三島 泉：皆様こんばんは。お客様いらっしゃいませ。

本日卓話宜しくお願い致します。  

里吉知巳：昨日、今日の暖かさは一体何事でしょう

か？体は楽ですが雪も降らないし困っている

人もいるのでしょうね。  

 

Rotary・International・District・2770                             国際ロータリー第 2770地区 

URAWA・NAKA・CLUB                           浦和中ロータリークラブ 

地区ターゲット 

「ロータリーは世界をつなぐ」 

－ポリオ撲滅から、クラブ活性化へー 

クラブターゲット 

「原点回帰、そして新たなるステージへ！」 

～奉仕の心、仲間の絆で明るい未来を～ 

 辻村浩司：ヤセナイト様、樺沢様ようこそいらっしゃ

いました。卓話宜しくお願い致します。コロ

ナウィルスで大変なことになっていますが、

娘が例年通りタイへいつのまにか出発しまし

た。２か月帰ってこないようです。  

福田直彦：先週の認知症講演会、会員の皆様ご苦労様

でした。大勢のお客様にご来場頂き、浦和東

RCのメンバーには特に多く参加頂いた様です  

松石滋樹：ヤセナイト様本日は宜しくお願いします。  

伊田賢一：例会を欠席致します。宜しくお願い致しま

す。  

佐山重敏：今週土日を利用して妻と２人で横浜へ１泊

旅行を予定していましたが新型コロナウィル

ス騒動で急遽中止にしました。代替え案を思

案中です。 

山崎 純：しばらくご無沙汰しておりました。本日は

ヤセナイト様宜しくお願い致します。適切な

体重を目指します。  

折茂雅信：ほぼ毎日、中国から宅急便で機械部品が届

きます。現場社員は消毒してから使っていま

す。機械部品にもコロナウィルス菌って付着

するのかな？  

 

１／３０    ￥２２，０００ 

       累計  ￥６６１，０００ 

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-17-15 

さいたま商工会議所会館 7階 

例会場：さいたま商工会議所会館 2階 

電話：048(838)7740  FAX：048(838)7741 

Email：naka-rc@athena.ocn.ne.jp 

URL  ：http://urawa-naka-rc.org/ 

 

 


