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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆様こんにちは！本日は事務局の杉山さんが親

子でインフルエンザという事で、出席停止とさせて頂

いていますので、宜しくお願いします。 

さて、杉山さんと言えば、杉山さんのご長男と、私

の長男が今年成人式を迎えまして、今年成人式を迎

えた新成人が生まれた 1998 年はどんな出来事があ

ったのか、調べてみました。長野オリンピックが開催さ

れたのがこの年で、日本選手団は金 5 個、銀 1 個、

銅 4 個と獲得し、団体ジャンプの活躍は皆様の記憶

にもあるものだと思います。 

 横浜ベイスターズが38年ぶりに優勝したのもこの年

で、日本シリーズでは西武ライオンズを 4勝 2敗で破

り、初の日本一になっています。 

 野球つながりでもう一つ、松坂大輔が夏の甲子園

大会決勝で、京都成章をノーヒットノーランで破り優

勝したのもこの年です。 

 サッカーではこの年に、日本が初めてワールドカッ
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プフランス大会に出場しました。現地からメンバー漏

れし、頭を金髪に染めて帰国した、三浦知良は今で

も覚えています。 

サッカーと言えば、全国高校サッカー選手権大会

で優勝した、青森山田高校に越谷出身の選手がいま

した。背番号 13 番の小松君で越谷栄進中学校出身

です。準決勝、決勝でもゴールを決めています。 

本日は杉山さんから話を展開してお話させていた

だきましたが、同じ会場の成人式に出席した杉山さん

の長男と私の長男も同じくしてインフルエンザになっ

てしまいました。インフルエンザの予防には 15 分くら

いお一口でも良いので、水を飲むそうです。菌を流し

込んで、胃酸で退治するそうです。もしよかったら、実

践してみてください。以上で本日の卓話を終了いたし

ます。 

                                                                   

幹事報告 

中澤 伸浩 幹事 

（第 8グループより） 

・1/26に開催される IMリーフレットの写しが届いてお

ります。 

・越谷南RC及び越谷東RCより、1～2月度プログラ

ム表が届いております。 

（クラブより） 

・ショウちゃんへ 1 月分米山奨学金を支給させて頂き

ます。 

 

3分間ロータリー情報 

 

岡崎 勲 会員 

 今回は雑誌プレジデント「話が上手い人入門」か

ら紹介させて頂きます。人前で話すときにプレッシャ

ーを感じる人は参考にして頂きたいと思います。 

「自分は話が下手だ」と自覚のある人は多いそうで

す。そういう事がある人は、話す時間の長さによって

上手な話し方に感じさせることができるそうです。15

秒、30秒、60秒で時間を区切り、ポイントを決めて話

題を挟んでいくという事が、わかりやすく伝わるそうで

す。一番重要なのは短い挨拶です。これが非常に喜

ばれるそうです。挨拶が長いと聞き手の耳に入らない

そうです。自分が今日何をしゃべりたいのか。それに

よって区切る時間ごとに味付けをして皆さんに話すこ

とが大切です。「挨拶は短く、幸せは長く」。一つ、こ

のような心を持っていただきたいと思います。 

 

事業所紹介 

 
株式会社深野造園 

深野 秀樹 会員 

大沢 1 丁目の旧日光街道沿いの大沢橋付近で、

株式会社 深野造園、造園業を営んでおります。大

沢橋付近はその昔、大沢宿 48 軒の宿場町で本陣・

脇本陣が 2 軒有り、今でも歴史研究家と名乗る人が

訪ねて来て、脇本陣の深野さんですか？と尋ねて来

ます。残念ながら脇本陣の深野さんは屋号が玉屋さ

んで、うちの屋号は山屋なので違いますと伝えていま

す。 

その後、時代の流れとともに事業転回し、大正 2年

4 月に植廣、深野造園とし造園業を営んでおります。

今年で創業 106年と成ります。 
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事業内容は、樹木の剪定、刈込、植栽、伐採、抜

根、樹木薬剤散布、除草剤散布、芝張り、草刈り、石

組など作庭等を行なっております。 

最近では庭を作るよりも壊す仕事も増えてきており

ます。お庭の事で御相談が有りましたら宜しくお願い

致します。 

 

委員会報告 

国際奉仕委員会 須賀 篤史 委員長 

ハンブルグ国際大会参加の皆様で、パスポートの

提出が未だの方は至急送って下さい。 

また、短い期間のプランも作成しましたので参加検

討中の方はこちらのプランもご検討いただきますよう

お願いいたします。1月末で一旦締め切ります。 

 

堀野 眞孝 会員挨拶 

 先日は黄綬褒章受章の事で、お集まり頂きありがと

うございました。協会推薦の立場から、祝賀会を開催

することになりました。予定は 3月 23日(土)を予定し

ています。場所はロイヤルパインズホテルです。現年

度の理事役員の皆様、現役のパスト会長様にご案内

をさせて頂きたいと考えていますので、よろしくお願

い致します。 

 

奨学金贈呈 

 

米山記念奨学生 邵 丹陽(ショウタンヨウ) 様 

 皆様こんにちは。いつもお世話になっております。

今月も奨学金を頂きましてありがとうございました。

2015年 9月から留学をして、あっという間に 2019年

になりました。振り返ると、留学生活はうまくいってい

なかったですが、2018年は私にとって、とても運が良

い 1 年でした。米山奨学金は競争率が激しいですが、

その中でも、私が貰う事ができました。 

また、奨学生の中で、他の方より運が良いと思うの

は、越谷北 RC クラブの皆様にお世話になっていると

いうことです。皆様がとても優しく話しかけてくださっ

たり、面倒を見てくださったりしてくれているので、大

変ありがたく感じています。 

昨年は私のカウンセラーの木村さんとか、長谷川さ

んとか色々コミュニケーションを取ったのですが、残り

の期間は普段話したことがない方ともコミュニケーショ

ンを取りたいと思っていますのでよろしくお願い致しま

す。 

 

会員卓話 

 

関森 初義 会員 

「モンゴルにおいての人材育成について」 

 本日は、海外企業とりわけモンゴル経済とその概要

についてパワーポイントで紹介させていただきます。 

 その前に、なぜモンゴルに興味を抱いたかを説明

しておきたいと思います。今から 1 年半位前に、子ク

ラブの越谷中ロータリークラブ所属会員でおられる鈴

木氏にモンゴルに招聘されて、まず、この国の虜にな

ったことが大きな要因かと思います。またしばらく何度

かの滞在を重ねていく間に、日本との関係に興味を

いだきました。それというのは、日本社会における労

働不足、人口減少が経済に大きく影響をおよぼして

いることに不安を常日頃より感じておりました。そこで
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私自身、英断を下し、代表取締役の座を若い社員に

譲り、取締役会長として席を置きながら、モンゴルで

の新会社「株式会社エイトモリ」を立ち上げ、新たなス

タートを昨年 6 月より開始して、現在に至っておりま

す。 

 まず、モンゴル人は 1 つ、仏教国であり、親日派で

もあります。この国の若者を現地で語学習得させたう

え、日本の技術、伝統、文化を現地にて教育したうえ

で、日本での勉学はもとより、経済活性のための技術、

技能を身に着けて本国に帰国後、役立てていただけ

ればいいのではないかと熟慮した結果このような行動

パターンとなりました。このことは先に述べた、今後日

本における労働不足の解消にも役に立つものと思い

ます。とりわけ日本語が絶対的に必要な業種としてレ

ストラン「北海道」を昨年 9月にオープンし、日々日本

語での挨拶、接客の仕方、料理の出し方等を指導し

ながら、日本の料理長とメニューの研究をしてきまし

た。また、より日本に対しての興味関心を持ってもらう

為に、この 1 月より日本語学校「MEC」を発足いたし

ます。そのレベルの向上そのものが、彼ら若者が苦

労せずに自身の夢の実現に一助となればと考えてお

ります。さらには、日本のイオン版マーケットのフード

コートの話があり、この 7 月にオープン準備も進行し

ている状況です。 

 わずかな時間で事業を進行させていますが、事業

展開はロータリーの目的そのものです。1 に知り合い

を広める。2に職業の高潔さを以って、奉仕する事。3

に奉仕の理念を追求しなお、4 に国際理解への推進

が可能な行動ができれば、国籍を問わずみんなの為

に必ずなるものと信じています。 

 

最後に是非機会がある方は、モンゴルに訪問した

際レストラン「北海道」にお立ち寄りください。間違い

なく日本料理店の料理、マナーを感じ取れるかと思

います。ご清聴ありがとうございます。 

 

 

    
・みなさま、インフルエンザには十分気を付けましょう。

本日もよろしくお願い致します。 

吉澤 晴雄 

・関森さん、卓話よろしくお願いします。 

中澤 伸浩 

・稀勢の里引退残念です。もうひと華咲かせて欲しか

ったです。関森さん卓話楽しみにしています。 

大熊 正行 

・本日卓話担当をします。宜しくお願いします。 

関森 初義 

・深野さんの事業所紹介、関森さんの卓話楽しみにし

ています。 

堀野 眞孝 

・関森会員本日卓話よろしくお願いします。 

松井 昭夫 松崎 義一 小宮山 大介 

木村 二夫 宮﨑 敏博 

・本日のお弁当いかがでしたでしょうか？体調不良に

より早退させて頂きます。申し訳ございません。 

渡辺 裕介 

・渡辺委員長、本日のお弁当非常に美味しかったで

す。 

須賀 篤史 

 

 

 

出席報告 

 

会員数            48名 

出席免除者         13名 

出席者            29名 

欠席者            19名 

出席率            72.5% 
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