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第２４６７回例会
第２４６７回例会 ２０１８年１０月４日
２０１８年１０月４日
点鐘
君が代・ロータリーソング
四つのテスト唱和
10 月結婚祝

仁部会長
奉仕の理想
深瀬会員
折原親睦委員長

加藤武男（9 日） 舟越芳朗（16 日）

んでしょうね、親になってまともな名前を付けるようになり
ました。しかし、数十年後にキラキラネームを持ったご老
人が増えるのもまた情緒があります。
日本では、名前を役所に登録する時に、漢字だけで登
録するので読み方は記すところがありません。なので、読
み方は自由です。和夫とかいて「カズオ」と読んでも「ミツ
オ」と読んでもいいそうです。日本では、漢字・ひらがな・

真中博克（16 日） 高橋佑輔（18 日）

カタカナ・記号とアルファベット以外ならどれを使っても良

田中昌夫（20 日） 関口博正（25 日）

くて、昔では漢字だけでしたが、今では情報が多く若い人

山崎能央（15 日）

の感性で名前が付けられています。

10 月誕生祝
渡辺良一（17 日） 細井勝保（22 日） 平井浩司（29 日）
中川定雄（27 日）

会長の時間

仁部会長

本日は、10 月 4 日ですが、何の日
かご存じでしょうか？イワシの日だそ
うです。ちょっとした情報ですが持ち
帰ってください（笑）
私は今まで信者さんや檀家さんの
お孫さんなど約 40 人から 50 人の子
どもの名前を付けさせて頂いております。子どもの名前と
いうと一時キラキラネームはやりましたね。薔薇という漢
字を使ったり難しい漢字を使ったりした名前がありました。
テストで自分の名前を書いている間に 1 問 2 問くらい解け

「あ」という漢字が辞書でどのくらいあるかご存じでしょ
うか？以外と少なくて大きく分けると「亜」と「阿」の二つで
す。あとは当て字になっています。例えば、「き」という漢
字を 1 分間でどれくらい書けるでしょう？意外と書けない
ものですが実は 60 以上あります。
私は今まで移動はほとんど車でしたが、最近は電車に
乗ることも増えました。すると、ほとんどの人が電車の中
でスマホを操作しています。私はこれが嫌なので何とかし
て時間を潰したいのですが、思いついたのがこの漢字ゲ
ームです。電車の中の広告を見ながらテーマを決めて目
的地までいくつ漢字を書きだせるか・・・皆様も是非やって
みてください。

ガバナーメッセージ 10 月号上映
月号上映

るんじゃないかと思うくらいの名前を持ってくる親がいま
す。しかし、最近ではまた○○子や○夫や○雄の付く名
前が増えてきているようです。先日、若い夫婦が「友情」と
いう名前を持ってきて、これを「とものじょう」と読ませたい
と行って来ました。また、核と書いて「アトム」と読ませます。
まったく読めませんね。赤斗は「レット」、美富「ビトン」、沙
似留「シャネル」、一三「ニトリ」なんてふざけている様です
が、こんな名前を候補として持ってくる親御さんもいました。

今月号のガバナーメッセージを上映致しました。地区大

しかし、このキラキラネームで育った子ども達が苦労した

会情報と地区大会チャリティコンペの案内がありました。

例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
TEL&FAX 0480－31－0031

幹事報告


田中幹事
田中幹事

10 月 26 日にはグループプゴルフがありますので、皆
戸賀崎エレクト

11 月例会予定







渋谷会員

すでにご存じだと思いますが、ロータ
リーの友 9 月号に先月紹介できなかった

様のご協力よろしくお願い致します。

理事会報告

雑誌紹介

当クラブの「中歴北 RC との姉妹クラブ締
結式」の記事が載っておりますのでご自

1日

結婚誕生祝・雑誌紹介・理事会

8日

11/10・11 地区大会に振替え

宅で是非ご覧なってください。
今月号はまず P.3 をご覧ください。RI 会長メッセージか
ら抜粋します。「世界ポリオデーは、地域社会でロータリ

15 日

卓話（R 財団部門）

22 日

11/23 杉戸町音楽祭に振替え

29 日

夜間例会（高橋屋）

ーに光を当て、これまでのポリオ撲滅に関する私たちの
取り組みを知ってもらう大きなチャンスです。又、ポリオ撲
滅のためにロータリーが集めた金額に対し、その倍額を

第 6 グループゴルフについて

上乗せするというビル&メリンダ・ゲイツ財団の取り組みを

・ゴルフ出席者： 新井、五十嵐、石塚、折原、武井、

活かすとこで大きな効果があります。10 月 24 日の世界ポ

戸賀崎、中野、仁部、野口、深瀬、細井、平井、

リオデーに、共に参加し、ポリオの無い世界を実現するイ

廣井、矢島、矢島（悦）

ンスピレーションになりましょう。」現在のポリオ発症事例

・会場スタッフ： 栗原、関口、渋谷、田中、馬場

は、アフガニスタンとパキスタンの 13 件です。そしてゼロ

2018 年 10 月 26 日（金） フレンドシップ CC

になって 3 年間になると撲滅をしたとされるそうです。

地区大会について

RI テーマ「インスピレーションになりましょう」という日本

・11/10 出席義務者：会長・幹事・会長エレクト・次年

語訳は分かりづらいと言われていますが、お隣の韓国で

度幹事・5 大奉仕委員長・地区役員

は、「感動世界」、台湾では「感動を与える存在になりまし

・11/11 全会員登録済み・懇親会

ょう。」と訳されています。日本「感動を与えよう」とか「感

・大会 2 日目（11/11）クラブ紹介 14:20 頃 今年度は

動をおこそう」とか訳せばよかったかもしれませんね。余

全会員が登壇する

談ですが、ANA の広告に「inspiration of JAPAN」とありま

その他

すが、あれは日本的なおもてなしの心とか、礼儀正しい

・フレッツ光切り替え工事→ADSL サポート終了、

サービスとかを強調した広告らしいですね。

さいしんに工事の許可申請要

P.21「ロータリーが目指す経済と地域社会の発展」をご

・次年度クラブプロフィール作成（10/10 締切）

覧ください。10 月は経済と地域社会の発展月間です。

・次年度地区役員の提出（10/10 締切）厳守

人々が生活と地域社会の経済に、末長い発展をもたらし

・コピーFAX 複合機故障について※15 年経過品につ

ていけるよう支援しています。「経済と地域社会の発展」

き修理不可、代替を検討

について目的と目標が書かれていますのでご一読を。

・地区大会スライド： クラブの方針作成

交換留学生報告

ナスチャ・ハーズ

P.24～33「2019 年ハンブルグ国際大会」について書か
れています。皆様の中にも国際大会に行かれる方もいる

皆さんこんにちは。私はナスチャ、

と思いますがこのページには

18 歳です。春日部共栄高校の 2 年 12

詳しい情報が書かれています

組です。9 月 3 日に学校へ行きました。

のでご覧になってください。

私の友達はサクラコちゃんとネネちゃ

次に、P.40「クローンを出席さ

んです。担任の先生はマサキ先生で

せよう」をご覧ください。アメリ

す。とても優しいです。マサキ先生は

カ・ペンシルベニア州ラングホ

数学と科学ですが、私は科学が苦手です。だから授業中

ーン RC では、仕事を理由に会

は寝てます（笑）学校では美術部に行っています。

員が例会に出席できないという

※スケッチブックに描いた絵を見せて頂きました。

課題に取り組んだ結果、会員

に仕事仲間または家族を指名させ、代理として例会やプ

第２４６８回例会 ２０１８年１０月１１日

ロジェクトに参加してもらうことに決めたそうです。会員の

点鐘
ロータリーソング
お客様紹介

代理は「クローン」と呼ばれます。クローン会員もそれを
喜んでいるそうです。

出席報告

仁部会長
我等の生業
R 財団学友会会長 服部純一様
春日部南 RC 会長 臼井俊英様

折原（正）会員
折原（正）会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

直前会長 田口浩様

42

20

22

0

12

76.
76.19%
19%

社会奉仕委員長 白土幸仁様

スマイル報告

折原（正）会員
折原（正）会員

R 財団寄付者表彰

仁部会長：
仁部会長： ナスチャさん、頑張ってくださいね。

渡辺嘉一会員

田中幹事：
田中幹事： 渋谷会員、雑誌紹介ありがとうございます。

ロータリー財団寄付

関口会員
関口会員：
会員： 台風 24 号、杉戸でも思わぬ所で被害が出たよ

ポールハリスフェロー
第 3 回マルチプル

うです。

折原（正）会員： G ゴルフご参加宜しくお願いします。

4,000 ﾄﾞﾙ

落合（喜）会員： 近年に無い特に大型台風が次々と到来し、

会長の時間

私ども屋根屋は大変忙しい。嬉しいやら辛いやら困った

仁部会長

10 月 4 日職業奉仕セミナーとしてパ
レスホテルで講演会を聞いて参りまし

台風だ。

戸賀崎会員：
戸賀崎会員： ナスチャ、スピーチありがとう。すばらしい絵

た 。講 師は中華料 理チ ェーン『 日高

もみせてくれてありがとう。日本語がんばって勉強してい

屋』の創業者、神田正氏です。日高屋

るね。これからも頑張って。

の店舗数は首都圏で約 250 店舗、7 期

下津谷会員
下津谷 会員：
会員 ： 今朝、女房からペットボトルのキャップが大
分集まったのでロータリーに持って行ってと言われた。今
さら、あまりお金にならないと言えず近々栗原さんの所に

連続で増収増益を続けるなど、業績を
グイグイ伸ばしています。
彼のラーメン屋としてのはじめは、27 歳の時に知人の頼
みで岩槻市のラーメン店の雇われ店主になったことです。

届けます。

深瀬会員
深瀬会員：
会員： 台風 25 号心配ですね。

その後、店を譲りうけることになった神田氏は、経営にの

長岡会員
長岡会員：
会員： “オノオノ”欠席しました。

めり込み、店の売り上げを拡大させましたが、次第に"天

武井会員
武井会員：
会員： 台風が次々大変です。

狗"になりスナック経営に手を出し、その失敗が元で 1 年

栗原会員
栗原会員：
会員： 9/22 に東京ドームで高橋監督のユニホームを

後にはラーメン店を潰してしまいました。しかし、32 歳に

買ったのにやめてしまい残念。次の監督は、江川はない

現在の「日高屋」につながる「来来軒」を大宮駅前に開店

でしょうね。今 3 億かせいでいるそうなので、1 億じゃやら

することになったそうです。
チェーン展開を考え始めるのはこの頃からで、実弟と義

ないでしょ。ね、真中さん。

真中会員
真中会員：
会員： 来シーズンの監督は江川卓です。宜しくお願い

弟を口説いて 3 人で共同経営することになったそうです。
店舗は基本的に駅前で 24 時間営業、「安さ」と「気軽さ」

します。

矢島会員
矢島会員：
会員： ナスチャいらっしゃい。

決しておいしいラーメンではないそうです。しかし深夜でも

細井会員
細井会員：
会員： ナスチャ・ハーズさんようこそ。

気軽に利用することができ居酒屋メニューも充実。それ

折原（弥）会員：
折原（弥）会員：馬場会員：
（弥）会員：馬場会員：新井会員
馬場会員：新井会員：
新井会員：中野会員：

が、サラリーマンを中心にウケているのだということです。
私どもの業界ではかつて「坊主丸儲け」などという言葉

渋谷会員：廣井会員：

がありましたが、今ではそんなことはありません。最近で

本日のスマイル
４０，０
４０，０００円
，０００円
４１５，０００
，０００円
４１５
，０００
円

は家族葬が多くなり、私と息子で伺ったら相手は 3 名とい

スマイル目標額
１，５００，０００円
１，５００，０００円
✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

素化しすべて 1 日ですまそうとする方もいます。先だって

スマイル本日投入額
スマイル累計額

うこともありました。それでもお通夜をするだけましで、簡
は大手の葬儀屋さんから FAX があり、最近では通夜が少

なくなり会葬の御礼で利益が出ないので、講話の時に
「お通夜の意義をといてくれ」という依頼がありました。
このように簡素化されていますが、終わった後に喪失

出席報告

折原（正）会員
折原（正）会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

42

18

24

0

11

69.05%
69.05%

感で思い悩み相談に来る方もいます。かつてはご近所総

スマイル報告

出で通夜を営み悲しみ偲んで送りだしたものです。大切

服部純一様：
服部純一様： 地区学友会長の服部です。財団及び奨学生

な人の死を心の中で消化するのに供養したり、別れを惜

折原（正）会員
折原（正）会員

事業にご支援いただき、ありがとうございます。

しんだりすることは大切なことなんですね。私が死んだと

臼井俊英様：
臼井俊英様 ： 春日部市内高校野球大会のご協賛を頂戴

きには是非とも盛大に葬儀を行ってほしいと思います。皆

致しまして誠にありがとうございます。今後とも宜しくお願

さん元気で長生きをしてください（笑）。

い申し上げます。

お客様挨拶

春日部南 RC 様

田口浩様：
田口浩様： 服野球大会の PR 及び協賛のお願いにまいり
ました。

白土幸仁様：
白土幸仁様 ： 本年も開催させて頂きます、春日部市内高
校野球大会のご協力ありがとうございます。

仁部会長：
仁部会長： 服部様、春日部南 RC 様、本日はありがとうご
ざいました。

田中幹事：
田中幹事 ： 服部学友会会長、卓話ありがとうございます。
春日部南 RC の皆様ようこそ。

関口会員：
関口会員： 財団学友会長、春日部南のメンバーようこそ。
第 22 回春日部市内高等学校野球大会のキャラバンに春

加藤会員：
加藤会員 ： 南会津の新そば祭りで、名店の出店を食べ比

日部南クラブより 3 名でお越しくださいました。

べして来ました。色づき始めた山々を眺めながら、ゆった

卓話

り蕎麦を味わい、日本人で良かったと思いました。

R 財団学友会会長 服部純一様
服部純一様

本日は、私が奨学生だった頃の話と
現在の奨学生及び学友のメンバーの
状況をお話したいと思います。
私は 1981 年 28 歳の時、当時埼玉大
学の管轄であったクラブの推薦を受け

戸賀崎会員：
戸賀崎会員： 服部様、臼井様、田口様、白土様、いらっし
ゃいませ。老眼鏡を忘れて何もみえない・・・。

下津谷会員：
下津谷会員： 中学を出てから、ラーメン・中華料理の一大
チェーン店を築いた日高屋会長の話を皆様に聞いてもら
いたいと思います。

て、アメリカノースカロライナ州チャペルヒルの RC に受け

深瀬会員：
深瀬会員： 服部様、卓話ありがとうございます。

入れて頂きました。そして州立大学で精神科の自閉症プ

廣井会員
廣井 会員：
会員 ： 南クラブ臼井会長、田口直前会長、白戸委員

ロジェクトに参加を致しました。日本では医者がトップで臨

長ようこそ。服部財団学友会長卓話有難うございます。

床心理や福祉の方が支えることが多いのですが、ここで

細井会員：
細井会員： 渡辺（良）会員：舟越会員：
渡辺（良）会員：舟越会員：お客様ようこそ。

は臨床心理の方がトップでチームの中に医者がいるとい

武井会員
武井会員：
会員： 服部様、卓話ありがとうございます。

うシステムでした。

矢島会員
矢島会員：
会員： お客様ようこそ、卓話ありがとうございます。

※写真を中心に PP で当時の様子を説明して頂きました

新井会員：
新井会員： 古川さん、会場をお貸しいただきありがとうござ
います。

折原（弥）会員：折原（正）会員：真中会
折原（弥）会員：折原（正）会員：真中会員：馬場会員：
真中会員：馬場会員：
野口会員：石塚会員：
野口会員：石塚会員：渡辺（嘉）会員：渡辺（良）会員
渡辺（嘉）会員：渡辺（良）会員

本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額

４０，０００円
４０，０００円
４５５，０００
５，０００円
４５
５，０００
円

スマイル目標額
１，５００，０００円
１，５００，０００円
✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

