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会長卓話 

 

長谷川 真也 会長 

本日の卓話は、バレンタインデーの歴史について

卓話します。ローマ帝国の時代にさかのぼるとされて

いるみたいです。 

当時、ローマでは、2 月 14 日は女神・ユーノーの

祝日だった。ユーノーはすべての神々の女王であり、

家庭と結婚の神でもある。翌 2 月 15日は、豊年を祈

願する（清めの祭りでもある）ルペルカリア祭の始まる

日であった。日本では、1958年ころから流行した。デ

パート各店がバレンタインデー普及に努めていたが、

なかなか定着せず、1968年をピークに客足は減少し、

「日本での定着は難しい」との見方もあった。しかし、

オイルショック（1973 年）に見舞われ、高度経済成長

が終焉した 1970年代前半頃になると、チョコレートの

売上が急増した。オイルショックによる不況にあえい

でいた小売業界がより積極的にマーケティングを行っ
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たとされ、1970年代は日本の資本主義がほぼ完成し、

成熟した消費社会になった時期とも重なる。バレンタ

インデーにチョコレートを贈るというのは、小学校高学

年から高校生までの学生層から広まったという。1980

年代後半頃には夫や父親、義父に贈る主婦層にも

普及した。結婚後もバレンタインデー・ホワイトデーの

習慣を大事にしていきたいと思う人は、男性では 10

代が一番多く、女性では 20代が一番多いという結果

になりました。また 50代では、男女ともに約半数の人

が「バレンタインデー・ホワイトデーを大事にしていき

たい」と答え、年齢を重ねても大事にしていきたいと

いう意識の高い人が多いことが分かりました。 

夫婦が仲良くいられるためのイベントの 1つとして、バ

レンタインデー・ホワイトデーを考えている方も多いよ

うです。バレンタインデーから 1か月後。男性にとって、

もっとも悩ましい日がやってきます。そう、ホワイトデー

です。そもそも、バレンタインはあげるものが「チョコ」

だと決まっているのに、どうしてホワイトデーはそういう

縛りがないのでしょうか。中途半端なものをあげると微

妙な顔されますし、なぜ男性だけがこんなことに悩ま

なければいけないのかが分かりません。今回ホワイト

デーのお返しについて調べた事を発表します 

 

【本命のお返し】 

色んな雑誌でアンケートが行われていますが、どの

アンケートでも、本命から貰って嬉しいお返し第 1 位

はアクセサリーです。 

 誕生日やクリスマスのプレゼントでは、上位にペアリ

ングがきますが、ホワイトデーは、リングよりもネックレ

スやイヤリングなどの方が喜ばれるようです。 

彼女の好みが分かるなら、自分で選ぶのもいいです

が、分からない場合は一緒に買いに行くというのもア

リだと思います。趣味じゃないアクセサリーは、がっか

りアイテム以外の何物でもありませんからね。 

予算の目安は以下の通りです。 

学生 … 1～3万円 

社会人 … 5万円～ 

2 位はバッグ・ファッション雑貨などのブランド品で

す。 

1 位・2 位に共通して言えるのは、食べ物のような「な

くなってしまうもの」ではなく、形が残るもので、なおか

つ普段から身につけるものであることです。 

3 位 一緒に食事夜景の綺麗な高級店で、二人きり

の特別な時間を過ごすというのも、なかなかロマンチ

ックですよ。特に 20 代ぐらいの若い女性は、宝石より

も、あなたとの思い出の方が欲しいという意見が多い

んだとか（もちろん人によりますが）。 

4 位 花やっぱり花を贈られるのはうれしいものです。

ただ、実家暮らしの女性には贈らない方が良いと思

います。 

というのも、実家暮らしで花を貰うっていうのは、結構

恥ずかしいものなのです。親に見られたくないからっ

て、道端に捨てられるケースも…… 

 

【本命じゃない場合】 

1 位 何もいらない義理チョコのお返しに関しては、

期待していない女性が多いようですが……しかし、こ

れは彼氏持ちの意見。フリーの人は結構求めていま

すよ。「お返しはいらないから」と言われたとしても、フ

リーの相手にはしっかりお返しをしましょう。ちなみに

「お返しはいらないって言ったよね？」は禁句です。 

2位 お菓子・スイーツ義理チョコのお返しは、消え物

が基本ですから、スイーツは鉄板です。ただ、手作り

やめてくださいね。何というか、アレなので。 

3 位 ハンドクリーム・美容品美容品は消耗品ですか

ら、後に残ることも無いので、気兼ねなく使ってもらえ

そうです。高級なハンドクリームなんかは、義理返しの

鉄板アイテムです。特に女性は、手荒れに悩んでい

る方が多いですからね。職場でもおすすめです。 

 

【貰って困るお返しランキング】 

1 位 下着正直、引きます。本命から貰っても引き
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ます。ましてや義理からだったら……大惨事になるこ

と間違いなし♪ 

2 位 手作りのお菓子全員が全員そうだとは言いませ

んが、大抵の女性は引きます。ましてや、市販のチョ

コのお返しだったらドン引きです。 

よっぽど親しい女性か、もしくはお菓子作りに自信が

あるのなら別ですが、そんな危ない橋を渡る必要はな

いかと思います。 

3 位 チョコレートホワイトデーに貰ってうれしいスイー

ツランキングでは、チョコは 2 位にランクインしていま

す。しかし、それはチョコのトリュフなどであって、普通

のチョコじゃあ、ひねりが無さすぎです。せめて、チョ

コレートケーキとかにしましょう。  

4 位 日用品ティッシュ・トイレットペーパー・歯磨き

粉・洗剤石などなど……普段なら貰っても困ることは

ありませんが、ホワイトデーのお返しがこれだと、複雑

な気持ちになります。 

お菓子の中でも、ホワイトデーのお返しで、よく使わ

れていたものが、 

マシュマロ・クッキー・キャンディーですね。チョコレー

トも、入ってそうですが、女性には、意外に人気薄い

ですよ！バレンタインに、チョコをあげて、お返しが同

じチョコなんて、芸がないと、残念に思うようですね。

女心は、複雑です。その複雑な女心を、刺激するの

が、先程の 3 つのお菓子の意味です。実は、3 つ共

に意味があります。その意味が、マシュマロ…あなた

が嫌いです。クッキー…友達でいてください。キャン

ディ…あなたが好きです。もし、知らずにあげると、大

変な事になります。 

以上会員の皆様よいお返しを・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

 

大島 直幸 幹事 

地区より 

2018 年 2 月 2 日に指名委員会が開催され、

2020-2021 年度ガバナーとして川口モーニング RC

の中里 公造（なかざと こうぞう）会員が選出されたそ

うです。 

 

川口モーニング RC より 

第 26回アイメイト（盲導犬）寄贈チャリティーゴルフ開

催の案内が届いております。 

4月6日（金）プレステージカントリークラブで行われま

す。申し込み締め切りは 2 月末となっておりますので、

参加希望の方は幹事までご連絡ください。掲示板に

も掲示しておきます。 

 

クラブより 

先週の例会及び理事会を踏まえ、現例会場の管理

会社に家賃交渉のお願いを致しました。 

結果がきたらまた報告致します。 

 

抜萃のつづりを皆様のメールボックスに入れました。

お持ち帰りください。 
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3分間ロータリー情報 

 

松井 昭夫 会員（代読） 

吉澤 晴雄 会長エレクト 

 ラシン会長エレクトは、米国サンディエゴで開催中の

ロータリー国際協議会で、次期地区ガバナーに向け

て2018－2019年度テーマ「インスピレーションになろ

う」を発表しました。「何か大きなことに挑戦しようという

インスピレーションを、クラブやほかのロータリアンに 

与えてください。自分よりも長く、後世にも生き続ける

ものを生み出すために、行動を起こす意欲を引き出

していただきたいのです。」View Slideshow 

 

ロータリーの新しいビジョン声明は、次のように謳っ

ています。「私たちロータリアンは、世界で、地域社会

で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を

生むために、人びとが手を取り合って行動する世界

を目指しています」 ラシン氏は、このビジョンを発揮

するよう求めました。 

 

ビジョンの実現にはまず組織づくりが必要だと、ラ

シン氏は強調します。「ロータリーは第一に会員制組

織です。ですから、奉仕活動を通じてより良い世界を

築きたいと願うなら、まずは会員を大切にしなければ

なりません。」 

 

 「変化を生み出そうという意欲を、クラブ会長と地区

内ロータリアンの心に芽生えさせていただきたいので

す。もっと何かをしよう、可能性を最大限に発揮しよう

というやる気を引き出し、それぞれのやり方で前進で

きるよう手助けすることが皆さんの仕事です」 

 

 ロータリーのすべての奉仕活動を、より大きなグロー

バルなシステムの一部としてとらえるよう、ラシン氏は

呼びかけました。これは、次期地区ガバナーが、クラ

ブだけでなく、地域全体にとってのインスピレーション

となる必要性を意味する、と述べます。「持続可能な

活動成果をもたらし、世界をより良くしたいと私たちは

願っています。ロータリー内部やロータリアンのため

だけでなく、世界全体のあらゆる人たち、あらゆる世

代のために、私たちにできることがあるのです」 

 

内部卓話 

同好会について 

 

関森初義会員 

➀麻雀同好会について 

本日は、麻雀についての卓話の時間を設定していた

だき有難うございます。麻雀というと、博打、賭博というマ

イナスイメージがどうしても選考しがちですが、私が麻雀

愛好したことの経緯から、限られた時間ですがお話しし

たいと思います。まず、いくつかに分けて進めさせてい

ただきますが、「概要」、「歴史」、「愛好家の著名人」とい

う流れの中で、何か感じていただければ幸いです、 

「概要」ですが、4人、または 3人のプレイヤーがテーブ
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ルを囲んで 136枚の牌を引いて役作りしながら、得点を

かさねていくゲーム。現在の中国語においては麻雀の

事を「麻将」といいますが、漢字が違います。戦前の日

本では「魔雀」（モージャン）と表記することもありました。

日本では、家庭や麻雀店で遊ぶ他、コンプューターや

オンラインゲームでもプレイすることが出来ます。いろい

ろ形を変えて人気を保っていますが、効率性を思考す

ることや指先の運動により認知症の予防にも役立ってい

る説もあります。 

次に「歴史」について触れたいと思います。麻雀は中国

における誕生したのが紀元前 6世紀頃、孔子が発明し

たという説もあり、また、清の同治年間にカードゲームと

骨牌というゲームを合体させて完成させてというものでし

た。さらに、アメリカ合衆国においては、1895年、人類

学者のスチュワート・キューリンが麻雀に言及した記事を

書いたことで始まり、1920年代には、ルールや役が生ま

れ、多くの「マージャン・ナイト」が開かれたようです。さら

に 1937年、全米麻雀リーグが発足されました。日本に

おいては、初めて麻雀に言及したのがおそらく夏目漱

石で、その後、菊池寛らが神楽坂のカフェ・プランタンで

雑誌に取り上げるようになり、1965年、阿佐田哲也は

「麻雀放浪記」シリーズの連載を開始しブームが起こりま

した。1990年代は天野晴男が従来の「ツキ」「勘「流れ」

という抽象論を非難し、新たな「デジタル雀士」の先駆け

となってきました。また、確率論を基礎とした統計学的な

戦略を提唱したとつげき東北は「科学する麻雀」を出版

されました。国際的な流れとして、2006年に世界麻雀

機構が設立されその活動は、世界的に活発化してきて

いる今日現在です。 

最後に「麻雀愛好家の著名人」を紹介したいと思います。

皆様ご存知の方々ですが、青木さやか、荒木一郎、泉

ピン子、伊集院静、井上陽水、小野伸二、風間杜夫、菅

直人、黒鉄ヒロシ、境正章、志賀直哉、萩本欽一、東尾

修、武藤敬司等大勢の愛好家がいます。 

最後のまとめといたし、麻雀の歴史も若干ロータリークラ

ブの歴史と類似する感があります。単なる勝ち負けだけ

でなく、歴史伝統の中でルールの確立や、興味深い点

は、洞察力や、判断力、数値的観念、人とのコミュニケ

ーション等々得るものがあるように感じております。これ

は経営者として大事な資質を養ううえで、参考になるゲ

ームと確信しています。ぜひ興味関心がある方は同好

会に参加してみてください。 

ご清聴有難うございました。 

 

同好会について 

 

川島 徹会員 

②野球同行会について 

皆さんこんにちは。本日は先日発足したばかりの野球

同好会についてお話させて頂く機会を頂き、ありがとうご

ざいます。 

私達越谷北ロータリークラブ野球同好会は、昨年 10月

から登録部員数 18名として活動を始めました。現在は

月一回のペースでナイター練習を行っています。今の

時期は寒いので、三郷市にある室内練習場で夜 7時～

9時まで、走ったり、キャッチボールやノック、バッティン

グマシーンを使用しての打ち込みなど、基本的な練習

を行っています。室内練習場は人工芝できれいに整備

されており、二人同時にバッティング練習や投球練習が

できるなど設備が整っています。今の季節、室内練習場

とは言え、始める前には寒いかな…と思っているのです

が、特にノックの時は暑くなり、かなり汗をかきながら野

球を楽しんでいます。 

日本のロータリークラブ全体としては、親睦大会として、
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阪神甲子園球場で毎年 4月～9月の期間に「全国ロー

タリークラブ野球大会」が開催されています。前夜祭と試

合で計 2日、大会参加費として 1 クラブ\500,000の参

加費用が掛かります。実際の大会中には阪神甲子園球

場専属のアナウンス嬢が担当し、スコアボードには自分

の名前が点灯します。また、応援団としてもあらかじめ申

請すればベンチに入り応援できるそうです。余談ですが、

夢破れても甲子園の砂は持ち帰れないようです。 

このような大会が開催されるほど全国にロータリークラブ

チームが多数あり、一部の県や市では独自の親睦野球

大会なども開催されているようです。 

私達越谷北ロータリークラブ野球同好会は手探り状態

の中で発足しましたが、多くの会員のみなさまにご参加

頂き、会長の提言でもあります「元気で楽しいロータリー

活動」の一環として、メンバーの運動不足の解消を主に

楽しく活動していきたいと考えております。 

そして、春になって温かくなりましたら、外のグランドでの

練習を重ね、練習試合なども何試合か経験させて頂き、

来年の全国ロータリークラブ野球大会参加を目指して

参りたいと思っております。 

随時メンバーを募集しております。試合はちょっと…とい

う方も、いつもより少し体を動かしてみようかなというくら

いの気持ちで結構です。是非、一度ご参加頂けたらと

思います。また、見学も大歓迎です。いつか、この野球

同好会が野球チームとして活動していけるようになった

らいいなと思っております。 

今月の練習は 3日後の 2月 17日（土）に三郷室内練習

場にて、夜 7時から行います。一人でも多くの方のご参

加をお待ちしております。 

本日はご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

      

・本日、同好会卓話、宜しくお願いします。                

長谷川真也 

・平野君銀メダルおめでとう。 

一柳さんスマイルよろしく。         大島直幸 

 ・インフルエンザがはやってます。気を付けましょう。 

小林 操 

・本日、早退致します。ユネスコの出前事業「いのち

の大切さ」を明正小学校にて行います。 小林光則 

・平昌での日本選手の活躍を祈念します。石井知章 

・休みがちで申し訳ありません。       稲垣勝三 

・本日早退させて頂きます。         黒田幸英 

・本日の卓話宜しくお願いします。      

関森初義、青木 清、佐藤 要 

・関森さん、川島さん卓話楽しみにしています。 

大熊正行、市川洋和 

・おみくじ大吉がでました。          高橋正美 

・本日はバレンタインデーですが世の中では義理 

チョコはやめましょうという運動があるらしいです。 

一柳昌利 

・川島キャプテン、関森竜王、本日の卓話宜しくお願

いします。                   須賀篤史 

・川島キャプテン、関森師範、本日の卓話宜しくお願

いします。                   大濱裕広 

 

 

出席報告 

 

会員数            53名 

出席免除者         14名 

出席者            37名 

欠席者            16名 

出席率            77.1% 

 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/

