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第２３０７回例会第２３０７回例会第２３０７回例会第２３０７回例会    ２０１５年９月１０日２０１５年９月１０日２０１５年９月１０日２０１５年９月１０日    
あいさつ運動（第三小学校）あいさつ運動（第三小学校）あいさつ運動（第三小学校）あいさつ運動（第三小学校）    

    

    

    

    

武井、中野、小柳、小川、茂田、折原（弥）、折原（正）武井、中野、小柳、小川、茂田、折原（弥）、折原（正）武井、中野、小柳、小川、茂田、折原（弥）、折原（正）武井、中野、小柳、小川、茂田、折原（弥）、折原（正）    

あいさつ運動（泉小学校）あいさつ運動（泉小学校）あいさつ運動（泉小学校）あいさつ運動（泉小学校）    

    

    

    

    

渋谷渋谷渋谷渋谷、真中、栗原、田中、馬場、真中、栗原、田中、馬場、真中、栗原、田中、馬場、真中、栗原、田中、馬場、（穂刈）、（穂刈）、（穂刈）、（穂刈）    

台風18号による豪雨の影響で、幸手、杉戸、宮代町の各

地で浸水がありました。この影響により通学路が水没し

登校できない児童が多くなりました。途中車が立ち往生し

あいさつ運動に参加できない会員もおりましたが、皆様

のご協力によりあいさつ運動を行うことができました。 

 

 

 

 

通学路の水没により、児童が引き返し、ご家族が車で送

ってくるケースも多くありました。交通指導員の方々が通

学路をまわり水没している通学路を学校に報告し、学校

も豪雨による想定外の対応を求められていました。 

第２３０８第２３０８第２３０８第２３０８回例会回例会回例会回例会    ２０１５年９月１７２０１５年９月１７２０１５年９月１７２０１５年９月１７日日日日    

点鐘点鐘点鐘点鐘                                                                                     渋谷会長    

ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング                                                                                我等の生業    

四つのテストの唱和四つのテストの唱和四つのテストの唱和四つのテストの唱和                  戸賀崎会員 

お客様紹介お客様紹介お客様紹介お客様紹介 

大宮 RC 会長 平田  繁様 

幹事 小林義久様 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                                                                                 渋谷渋谷渋谷渋谷会長会長会長会長    

 昨日は交換留学生のウエルカムパ

ーティが春日部西クラブと合同で行わ

れました。リサは今一生懸命日本語

を勉強しております。皆様のサポート

よろしくお願い致します。 

今年の 9 月の連休は「シルバーウ

イーク」と言われ土日を含めると 6 日間の休みになります。

昭和 60 年祝日法の改正で、祝日と祝日に挟まれた日を

国民の祝日になりました。今年は月曜日の敬老の日、水

曜日の秋分の日にはさまれた火曜日が国民の祝日にな

り大型連休になりました。今年は「シルバーウイーク」と

TV でも大々的に宣伝されていましたが、次にこのラッキ

ーな連休が来るのは 11 年後だからです。これは秋分の

日が22日～24日のどこになるかがカギになり、天文学的

な計算でいうと 11 年後なのだそうです。「ハッピーマンデ

ー」と称して月曜日に移行された祝日には、「成人の日、

海の日、敬老の日、体育の日」がありますが、これにより

連休が増えました。 

ところで、祭日という言葉は最近使われなくなったので

すが、祝日と祭日の違いをご存じでしょうか。祭日とは、

宗教儀礼上重要な祭祀を行う日のことを言います。昭和

23 年に「国民の祝日に関する法律」が制定される以前は、

皇室で祭り事(儀式や祭典）が行われる日のことを祭日と



呼びましたが、戦後GHQにより皇室祭祀令が廃止され祭

日はなくなりました。 

祝日の一つである 11

月 23 日の『勤労感謝の

日』の由来は、戦前の

11 月 23 日に行われて

いた「新嘗祭（にいなめ

さい）」にあります。新嘗

祭とは、「農作物の恵み、豊かに実ることに感謝して祝う」、

日本古来からある天皇がかかわる重要な儀式、行事でし

た。ちなみに「新嘗（にいなめ）」とは、新しい農作物のこと

を意味し、その年に採れた新しい収穫物のことをいいま

す。戦後「新嘗祭」という天皇がかかわる式典、行事とい

うことで廃止され、その代わりに名称を「勤労感謝の日」と

なったのです。 

また『春分の日』『秋分の

日』は、戦前まで『春季皇霊

祭』『秋季皇霊祭』という祭日

でした。皇霊祭とは皇室で行

なわれる大祭で、歴代天皇や

皇后、皇族の神霊を祀るものです。そして国民にとっても

先祖の霊を敬い自然の恵みに感謝する日でありました。

戦後、『春季皇霊祭』は『春分の日』となり『秋季皇霊祭』

は『秋分の日』という名称に変えられ、皇室と関係のない

祝日になりました。 

そしてこの前後にある『お彼岸』は、農家にとって春分

はちょうどその年の農作業が始まる頃で、秋分はそれが

終わる頃でした。よって昔は春分にはその年の豊作を神

や先祖の霊に祈り、秋分にはその年の豊作を祝い感謝

する風習があったのです。仏教には「西には極楽浄土が

ある」という教えがあるため、日本人は「太陽が真西に沈

む春分と秋分は先祖のいる世界と最も通じやすい頃だ」

と考えるようになり、春分・秋分は「先祖を供養する」とい

う側面が次第に強くなってきました。そして春分と秋分を

中心とした７日間を『春の彼岸』『秋の彼岸』と呼ぶように

なり、先祖の霊を供養する日となったのです。 

国の個性は、祝日に表れ

るといいますが、祝日の由来

を調べると日本人がどのよう

に暮らしてきたのか、何を大

切にしてきたのか知ることができます。暦を見て、時には

そのような歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                                                                        折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事 

� 青少年奉仕部門より、平成 28 年 3

月 25 日（金）～30 日（水）5 泊 6 日

（大韓民国）予定の「高校生海外研

修派遣団員」の募集の案内が届い

ております。 

� 杉戸町役場より、平成 27 年 10 月 15 日（木）12 時 30

分～14 時さいしん例会場にて開催される「認知症サ

ポーター養成講座決定通知」が届いております。 

� 社会奉仕部門より、「台風 18 号の影響による東日本

激甚災害」偽損金、会員一人につき 1000 円のお願

いが届いております。 

お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶お客様挨拶                                                     大宮大宮大宮大宮 RCRCRCRC 会長会長会長会長    平田平田平田平田        繁様繁様繁様繁様    

貴クラブにおかれましては、渋

谷会長、折原幹事のもと順調に推

移され 3 ヵ月目に入られたことを

お喜び申し上げます。 

今年大宮 RC は 60 周年を迎え、

人間でいえば還暦となります。こ

の記念すべき 60 周年の会長とい

うことで、まず私は、子ども、孫、親戚にあたるクラブを全

部まわろうと決意致しました。幹事はいい迷惑だと思いま

すが、本日で 26 クラブ目になり、井原ガバナーの公式訪

問を追随中でございます。杉戸 RC さんは、春日部 RC の

子クラブですので、孫クラブにあたります。おじいちゃんク

ラブとしてこちらに来られましたことを嬉しく思います。 

各クラブそれぞれ特徴があるのですが、こちらのクラブ

で素晴らしいと思ったのは、「会長の時間」があることです。

私のクラブでは、会長の挨拶ですが、毎回「今日は 2 分で

すましてほしい」とか言われますので、5 分も話せればラ

ッキーということになります。先日はせっかく考えてきたの

に 1 分でお願いしますと言われてしまいました（笑）。 

大宮 RC は 9 月 29 日鴻巣 CC でチャリティゴルフと 3

月には会員旅行ハワイに行く予定です。5月 7日には、周

年事業といたしまして、「泣いた赤鬼」という子供向けのオ

ペラ公演を致します。大宮 RC 今年のテーマは「らしさ」と

いうことで、大宮 RC らしく、ロータリアンらしく、男らしく女

らしく、お父さんらしくお母さんらしく、子どもらしく」をテー

マにしております。子どもたちを集めて勉強させて頂きた

いと思います。5 月 21 日が式典となっており、パレスホテ

ルで開催されますので、是非お時間を作って参加して頂

きたいと思います。今日は一日お世話になります。 



地区役員報告（職業奉仕）地区役員報告（職業奉仕）地区役員報告（職業奉仕）地区役員報告（職業奉仕）                                                        廣井会員廣井会員廣井会員廣井会員    

昨日、春日部西RCと合同で「交換

留学生ウエルカムパーティ」を開きま

した。ご存じの通り先週は台風 18 号

の影響からなる水害で、春日部、宮

代、幸手の多くが冠水し共栄高校も

休校、パーティは中止となりました。

翌週の昨日に開かれることになったのですが、学校側と

の連絡がうまくいかずクラブ会員と留学生だけの歓迎会

となりました。しかし、かえって少ない人数の方が留学生

と近くなりキョリが縮まったのではないかと思われます。 

リサは、学校でブラスバンド部とチアリーディング部に

はいったそうです。再来週の日曜日には大相撲の千秋楽

観戦、そして 10 月 12 日には春日部八幡神社で行われる

薪能（たきぎのう）を観に行きます。薪能とは、野外で行

われる能や狂言の舞台で、野外という解放感から能にな

れていない方でも気軽に楽しむことができるそうです。 

今年度、地区の職業奉仕委員会に行っております。昔

のロータリーでは、職業奉仕は金看板でしたが、今では

「職業奉仕とは何か」というのが、日本でも世界でも、クラ

ブ間でも問題提起されています。 

例えば、渋谷会長がパティシエで、職業を活かしたお

菓子教室を開こうとすれば、それは社会奉仕になります。

また、高校生のインターンシップに協力すれば、それは新

世代奉仕になります。では職業奉仕とはどのように活動

すればよいのか、ということになります。 

職業奉仕と社会奉仕の区別は難しいですが、社会奉

仕は職業を通じて地域社会に奉仕すること、職業奉仕は

それによって自分にかえってくる目に見えない「信頼と信

用、尊敬」が職業奉仕とも言えます。 

職業というのは、お金を儲ける手段であり、自分のた

めとも言えます。それと自分以外の人のために奉仕する

ことは、相反するものといえるでしょう。しかし、ロータリー

では、職業を営むことが、世のため人のための奉仕にな

らなければなりません。難しいですね。 

昨年まで、ロータリーの行動規範において、ロータリア

ン同士の仕事上の便宜に対し RI は NO を示していました。

しかし、来年はこの解釈が変わりそうです。RI でも職業奉

仕の在り方に揺れているということです。 

ところで、一昨年から職業奉仕委員会で「夜話会」を開

催しています。パンフレットがお手元にあると思いますが

お時間のある方は是非参加してください。 

雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介雑誌紹介                                                                                                              真中会員真中会員真中会員真中会員        

今月は、『友愛の広場』に折原正昭会員の記事が載っ

ておりますのでご紹介します。 

「私は入会３年目で４３歳です。初

めての海外旅行は３０歳過ぎてから

でした。それから数年後、縁があっ

て米国カリフォルニア州に１０日間ほ

どホームステイをさせて頂く機会が

ありました。当然英語は話せません。

なんとか伝えようとする私の酷い英語を理解しようとして

くれるホストファミリーの方々の優しさに触れ、もし私に外

国人の力になれる機会があったら協力しようと思いました。

そんな経験から、今回ホストファミリーをやってみようと思

いました。しかし、問題がありました。サム君は８月に来

日する予定でしたが、当時私の妻が妊娠しており、出産

予定日が８月６日（８月１日に無事に長女誕生）でした。

私は妻にそれとなく「今度、外国人の留学生を受け入れ

ようと思うんだけど、どうかな？」と相談したところ、妻から

の返事は「子どもも産まれるし、難しい」という事でした。

当然です。子育てで忙しいうえに、留学生が来るとなると

普段の生活より多忙になるのは間違いないこと。とても留

学生を受け入れられる環境ではないと思ったのでしょう。

しかし、交換留学生受け入れクラブとして誰かがホストフ

ァミリーをやらなければならないし、夢を持って留学してく

るサム君の力になりたいという想いから「サムの面倒は

全て俺が見る」という条件で妻にも受け入れを承諾してい

ただきました。 

１月半ば、サムが我が

家にやってきました。３か

月間ホストファミリーとし

て預かります。私は妻と

の約束通り、普段より早

起きしてサムのお弁当を

作るようになりました。最初は面倒だなぁと思っていたの

ですが、お弁当作りを重ねるうちに不思議と楽しくなって

きて、初めて自分はこんなにも料理が好きだったのか！

という事に気づきました。今では夕食も担当するようにな

りました。更に、このように毎日奮闘をしている私の姿を

見て、妻も協力的にサポートをしてくれて我が家は以前よ

り円満な家庭になりました。このような変化は想像してい

ませんでした。これも全てサムを受け入れたからこそ得ら

れた良い変化です。このように私にとって新しい発見や、



家庭により良い変化が得られた交換留学生のホストファ

ミリーでした。ロータリーにはこのように、奉仕を通して変

わるチャンスがたくさんあるのではないかと思っておりま

す。皆様もぜひ、ホストファミリーをされてみてはいかがで

しょうか？」（杉戸 RC 折原正昭） 

記憶に新しいとは思いますが、昨年度の交換留学生

サム・ゴードン君は、とても明るくて良い子でしたね。バス

ケット部に所属し、春日部共栄高校でも人気者で英語の

授業や部活に活躍しました。彼は、嬉しいことに日本の大

学に進学したいと言っているそうで、ホストクラブとしてこ

れほど成果のあった青少年交換はなかったと思います。 

私も平成 13 年にアメリカ出身のサラ・マーツという女の

子を 2 週間ほど預かったことがあります。矢島会員の姪

御さんが、英語が堪能でありましたので家に泊まり込ん

で頂きお世話を致しました。彼女は、建築家を目指してい

たので日本の建造物に興味があり方々連れて行った記

憶があります。帰国後、英語と日本語のお礼の手紙が来

て、彼女の出身地である「ピッツバーグに真中さんは来る

権利があります。」と書かれていました（笑）。 

次に、P.20 『卓話の泉』をご覧ください。相撲甚句のこ

とが書かれています。「相撲甚句とは、力士が思うままに

作詞したり、民謡や端唄、小唄、俗曲のような唄から、土

俵で歌い継がれてきたものが多いようです。七五調を基

本とした曲に合わせてうたうもので、詩はそれに合わせ

ればよいわけです。昔から歌い継がれてきたものが非常

に多く、近年新作が増えファンの中にも作ったり、うたった

りしている人が全国にいます。」（本文より） 

私も相撲が好きで、年

に 3 回国技館に観戦に行

きます。相撲甚句には、

前唄と後唄のあとに本唄

があるのですが、我々民

謡界の人間が唄うのは本唄です。私が東北大震災の時

に杉戸町にきた福島県富岡町の方々の慰問で作った相

撲甚句の福島自慢を披露したいと思います。 

真中会員、素晴らしいうた声ありがとうございました。 

出席報告出席報告出席報告出席報告                                                                                                              武井会員武井会員武井会員武井会員    

先週の台風の影響による水害は、昭

和 22 年カスリーン台風を思い出させまし

た。私が 12 歳の時に、9 月 16 日深夜に

利根川が決壊し、杉戸町には夕方頃水

が来まして、1 か月ほど水は引きません

でした。昔は水道がありませんでしたから、バケツで水を

汲んで泥を流すのは大変なことです。今回の豪雨は、春

日部市にある放水路のおかげで倉松川が氾濫せず杉戸

町は大きな被害が起こらずにすみました。 

 

 

 

 

 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告                           武井武井武井武井会会会会員員員員    

会員数会員数会員数会員数    出席出席出席出席    欠席欠席欠席欠席    免除免除免除免除    MUMUMUMU    出席率出席率出席率出席率    

33338888    11119999    19191919    0000    11112222    81.5781.5781.5781.57%%%%    

スマイル報告スマイル報告スマイル報告スマイル報告                                                           武井武井武井武井会員会員会員会員    

平田平田平田平田    繁様繁様繁様繁様：：：：    渋谷会長、折原幹事、お世話になります。60

周年 PR に参りました。 

小林義久様小林義久様小林義久様小林義久様：：：：    本日はお世話になります。 

宜しくお願いします。 

渋谷会長渋谷会長渋谷会長渋谷会長：：：：    大宮 RC、平田会長、小林幹事、ようこそお越し

くださいました。 

折原幹事折原幹事折原幹事折原幹事：：：：    昨日リサの合同ウエルカムパーティに欠席して

申し訳ございません。前回の例会は欠席してしまったので、

なかなかリサと会えません。さびしい。 

石井石井石井石井会員会員会員会員：：：：    久しぶりの例会出席です。先の台風 18 号の豪

雨で宮代町は道路冠水 23 か所、11 か所が床下浸水しま

した。更なる防災対策が必要であると痛感しました。 

栗原栗原栗原栗原会員会員会員会員：：：：    馬場会員の次女が昨日誕生しました。お祝い

持って接骨院に行きましょう。 

下津谷下津谷下津谷下津谷会員会員会員会員：：：：    鬼怒川の決壊で常総市にある営業所が水没。

小生の車もあいさつ運動に出かける途中で水没。人生な

にがあるかわかりません。 

戸賀崎戸賀崎戸賀崎戸賀崎会員会員会員会員：：：：    LISA 日本へようこそ。1 年間よろしくネ!! 

渡辺良一渡辺良一渡辺良一渡辺良一会員会員会員会員：：：：    治世が悪いから地震、竜巻、洪水などの

天変地異が起こるのですかね！ 

戸賀崎会員：田中会員：渡辺孝会員：折原（弥）会員：戸賀崎会員：田中会員：渡辺孝会員：折原（弥）会員：戸賀崎会員：田中会員：渡辺孝会員：折原（弥）会員：戸賀崎会員：田中会員：渡辺孝会員：折原（弥）会員：    

武井会員：真中会員：廣井武井会員：真中会員：廣井武井会員：真中会員：廣井武井会員：真中会員：廣井会員：会員：会員：会員：細井会員：細井会員：細井会員：細井会員：    

平田様、小林様、杉戸クラブへようこそいらっしゃいました。    

本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル本日のスマイル    

スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額スマイル本日投入額 ２２２２２２２２，０，０，０，０００円００円００円００円 

スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額スマイル累計額 ２３２２３２２３２２３２，０００，０００，０００，０００円円円円 

スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額スマイル目標額    １，２００，０００円１，２００，０００円１，２００，０００円１，２００，０００円    
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