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会次第
1．点鐘
2．ロータリーソング

「君が代」 「奉仕の理想」

3．四つのテスト
4．結婚記念・誕生日祝い

中澤 伸浩 会長

5．お客様紹介

皆さん、こんにちは。
越谷中ロータリークラブ パスト会長

田中のり子様、お忙しい中、ようこそお越し頂きまし

株式会社サマリア 代表取締役 田中 のり子 様

た。本日は卓話をどうぞよろしくお願いいたします。大

オブザーバー

塚様、ようこそお越し頂きました。事前に大塚様のお

株式会社大新 代表取締役 大塚 具視 様

名前を伺ったときに、深野会員から「ともみ」様と伺っ

6．会長挨拶

たので女性かと早とちりしてしまいました。岩倉具視

7．幹事報告

氏と同じ「具視」ということで、会員の皆さんも覚えや

8．3 分間ロータリー情報

すいかと思います。本日は是非リラックスして例会を

9．お客様挨拶

味わって頂き、また、多数の会員とも親睦を深めて頂

10. 委員会報告

ければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

11. 外部卓話 「冠婚葬祭のマナー」

さて、前回例会後、色々とイベントがございました。

12. 出席報告

近いところでは、11/14(日)は地区大会ということで、

【次回例会案内】 令和 3 年 12 月 1 日

会場では 15 名の会員にご参加頂き、その他の会員

結婚記念・誕生日祝い

は、ユーチューブでご参加頂きました。皆様、長時間

四つのテスト

お疲れ様でした。私は、前日の 11/13(土)から講演及

会員卓話「ご両親への想い」

び RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会からの参加となり、

卓話者：市川洋和会員、吉田実会員

久々のリアル行事への長時間参加で、コロナ禍での
オンラインに慣れた身体にとっては少々堪えました。
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越谷北ロータリークラブ
中澤伸浩会長提言 「感謝の気持ちを奉仕につなげよう」
ホームページアドレス https://koshigayakita-rc.jp/

1

週報
第 2770 地区

2021-2022 国際ロータリーテーマ
第 8 グループ

“奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために”

RI 会長

そして、10 月 24 日（日）はポリオデーということで、
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・米山記念奨学部門 NEWS が届いております。資料

当クラブでは、越谷駅東口ツインシティオーロラビジョ

では一部、法人寄付金額が 500 万となっておりま

ンでの PR 及び親睦ゴルフ・例会を通じたポリオ募金

したが、正確には 1000 万の訂正との事です。
・RYLA 委員会より 2021-22 年度 RYLA 研修セミナ

の寄付という活動を実施しましたが、地区においては
RI 第 2750 地区との共催でのトレインジャックと丸の

ー募集のご案内が届いております。RYLA 研修は、

内からのウォークラリーのほか、ポリオ委員会・大宮

環境の保全について学ぶことを通じてリーダーシッ

RC が中心となって企画されたクラシックカーラリーが

プを養うをテーマとしています。我こそはと思われ

開催されました。クラシックカーラリーには、小林光則

る方がいらっしゃいましたら、幹事まで宜しくお願い

ガバナー補佐が松本輝夫ガバナーを伴って愛車ジ

致します。

ャガーで参加されました。クラシックカーラリーの模様
は、同日の夕方の首都圏ニュースで放映され、松本

（クラブより）

輝夫ガバナーとともに END POLIO NOW ステッカ

・越谷中 RC 様より、12-1 月のプログラムのご案内が

ーを綺麗に飾られた小林ガバナー補佐の自動車が

届いております。

放映されました。本日皆様にお配りしたガバナー月

・越谷市商工会議所より、新春賀詞交歓会のご案内

信にも、表紙に大きく取り上げられています。いつも

が、届いております。

思いますが、小林光則会員は若々しくてスタイルが良

・腎眼（ジンアイ）バンクのリーフレットをロッカーに入

く、いつもバッチリ決まってダンディーですね。憧れま

れますので、お持ち帰り宜しくお願い致します。

す。小林会員は、本日は、身体のメンテナンスという

・越谷青年会議所が 11/25 日夕方から例会場を使用

ことで例会はお休みなのですが、この場を借りて長時

されます。深野委員長、カギ関係の管理を宜しくお

間のドライブ大変お疲れ様でしたと慰労の言葉をお

願い致します。
・最後になりますが、11/14 日地区大会越谷北 RC か

贈りさせて頂きます。

らは 15 名の会場参加でした。ご協力ありがとうござ

それでは、久々の例会場でのリアル例会となります
本日の例会どうぞよろしくお願いします。

いました。また、ユーチューブでご参加頂きました
方もお疲れさまでした。地区大会のリーフレットをロ

幹事報告

ッカーに配布しておきましたので、お持ち帰り宜し
くお願い致します。
本日の幹事報告は、以上になります。

結婚記念・誕生日祝い
（結婚記念）
鈴木 英男 会員 ・ 黒田 幸英 会員
今井 英治 幹事

（誕生日祝い）

（地区より）

小林 操 会員 ・ 中村 隆雄 会員

・公共イメージ部門より「みらいの扉まっチャンネル 11

江口 公晴 会員 ・ 市川 洋和 会員

月号」が届いております。是非、ご覧ください。
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かわかりませんが、今現在 795 人がフォローをしてい
るみたいです。
最近の投稿では、11 月 14 日に開催されました「国
際ロータリー第 2770 地区 地区大会」の様子が投稿
されています。1 日目のロイヤルパインズホテル浦和
で開催された各委員会の活動報告、平和フェローの
活動についての講演会の様子。また、RI 会長代理
松本進也様歓迎会の様子。2 日目さいたま市文化セ
ンターで大会の様子の写真も掲載されていますので、
地区大会に参加されなかった方はご覧になってみて
は如何かと思います。
その他 10 月 24 日世界ポリオデー「ポリオ根絶ウォ
ークラリー」についての投稿があります。有楽町駅前
ではセレモニーも実施され沢山の参加者で大盛り上
がりだったみたいですが、密にならなかったのかと心
配なところです。小林操パストガバナーの写真が掲載
されています。同じく 10 月 24 日世界ポリオデー「クラ
中村 隆雄 会員

シックカーラリーレース」についての記事では、小林

本日は誕生祝ありがとうございます。これからもロー

光則さんの若々しい写真が掲載されていますので是

タリーにコミットして行きたいと思いますので今後とも

非ご覧ください。また、トレインジャックプロジェクトの

どうぞよろしくお願いします。

模様も掲載されています。
地区 Facebook では活動の情報がいち早く投稿さ

3 分間ロータリー情報

れていますので、Facebook を登録されていない方は
是非登録してみては如何かと思います。
以上を持ちまして 3 分間ロータリー情報を終わりま
す。ご清聴ありがとうございました。

お客様挨拶

吉澤 晴雄 会員
皆様こんにちは。本日は吉澤が 3 分間ロータリー
情報を担当させて頂きます。
さて、皆様は地区の Facebook があるのはご存知
だと思いますが、では実際に登録してご覧になったこ
とがある人は何人くらいでしょうか。多いのか少ないの
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本日オブザーバーとして参加させて頂いております。

シェカール・メータ

『冠婚葬祭のマナー』

よろしくお願いします。

冠婚葬祭のマナーについて資料の配布とポイント
をご講演して頂きました。

委員会報告
ロータリー財団委員会 小宮山 大介 委員長

（１）“ゆりかご”から“墓場”まで・・

いつも財団へのご協力ありがとうございます。今月

人が生まれて～亡くなり、その後に家族や親族の

のレートは 114 円です。最近は海外金利差やインフ

間で行われる行事全般

レ懸念があります。年内 116 円もありえると言われて

●冠（かん）・・成人式の事
以前は 15 歳の元服に由来し冠を頂く事から。社会

いますので早めのご寄付よろしくお願いします。

的な役職や参政権を得る意味が含まれていた。
プログラム委員会 近藤 慎悟 委員長

●婚（こん）・・結婚式の事

本日例会終了後 13:45 からプログラム委員会が開

披露宴を行う側：祝宴の開催や引出物の提供者

催されます。関係者の方はよろしくお願い致します。

招待側：贈り物や祝い金等
●葬（そう）・・葬式の事

IM ゴルフ実行委員会 須賀 篤史 委員長

逝去から葬儀・火葬・納骨までの一連の儀式

12 月 3 日 IM 記念ゴルフコンペの詳細をご案内さ

●祭（さい）・・先祖の御霊を祭る行事全般

せて頂きます。先ほど参加者の皆様には組み合わせ

法事やお盆など様々であり予定行事としては準備

表を配布させて頂きました。ご覧の通りの内容で開催

がしやすい。祖先の霊を祭ることで一族縁者の絆

を予定しています。せっかくの機会ですので、入会候

を深めて繁栄をもたらす。

補者やオブザーバーの方にもご参加いただける形も

●七・五・三

取っています。スタート時間 50 分前に千葉カントリー

・3 歳で言葉を理解

の野田コースに集合して頂きます。当日のパーティー

・5 歳で知恵が付き

はございませんのでその場で解散となります。多くの

・7 歳で乳歯が生えかわるという

ご参加を頂きまして誠にありがとうございます。

成長の節目に神様に感謝し、お祝いをしたことが
由来とされている。節目とした理由は暦が中国から
伝わった際に、奇数は陽で縁起が良いとされた。

外部卓話
（２）マナーとは・・？礼法
・個々の主体的自覚に訴えたもの、振る舞い
・ルール、モラル、エチケット、常識
・社会生活を円滑に行う上で身に付けておくべき
行動や態度の事
・行儀、作法、思いやり（手段、方法、態度、礼儀
法）
越谷中ロータリークラブ パスト会長

・自分以外の他社を意識し、労りや優しさの気持ち

株式会社サマリア 代表取締役 田中のり子 様

2021-2022
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・育った環境、国、民族、時代、文化、宗教等、

シェカール・メータ

は他の人のために空けておくこと。

様々な習慣の違いから後天的に培われるもの

・煙草しぐさ

・道徳の規準・・・強制力がない

禁煙の場所でなくても、非喫煙者がいる場所では

・法に違反していなければ、自分の振る舞いに文

喫煙をしないこと。

句を言われる事はない

・横切りしぐさ

～礼は礼に従う～

人の前を通るときに、手刀を振って通ること。

～礼は法に縛られない～

（※別途配布資料参照）

（３）ルールとは・・？法
・万人に例外なく適用され、例外は許されない
・未成年や心神喪失者等以外は法を破ることで制
裁を受ける
・法を記憶しなければならない（法律家は頭を使う）
・法という権力による強制を守らなければならない
田中様、大変参考になるお話をありがとうございま
（４）ドレスコードとは・・服装規定・・？

した!!

TPO に応じて～する・・などの言葉
T＝time（時間帯）
P＝Place（場所）
O=occasion（場合）

・本日はお世話になります。
越谷中 RC パスト会長 田中 のり子 様

上記にふさわしいとされる服装の事で、大人の一

・越谷中 RC パスト会長（株）サマリア代表取締役田中

般常識のようなもの。
・諸々の行事、催事等フォーマルな意味合いが強

のり子様、本日は起こし頂きありがとうございます。

い場所や行事に設けられていることが多い

卓話よろしくお願いします。（株）大新大塚具視様

・必要性・・そこに居る参加者の服装がバラバラだと

ようこそ！入会お待ちしております。

その場の雰囲気が乱れてしまう

中澤 伸浩
・（株）サマリア田中のり子様、（株）大新大塚具視様よ

（５）江戸しぐさとは？

うこそ。本日は宜しくお願い致します。

人工の多い江戸の街で、みんなが快適に過ごす

今井 英治

には様々なマナーや工夫が必要。その結果生ま

・越谷中 RC 田中のり子様卓話ありがとうございます。

れたのが「江戸しぐさ」。（一部抜粋）

誕生日ありがとうございます。

・肩引き

小林 操

道で人とすれ違うとき、外側の肩を引き寄せて身体

・結婚祝いありがとうございます。

を斜めにしてすれ違うこと。

黒田 幸英

・七三の道

・誕生日祝いどうもありがとうございます。

道の真ん中を歩かず、端三割を歩いて、残り七割

2021-2022

江口 公晴
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・お誕生日のお祝いありがとうございます。
市川 洋和
・田中のり子さん、本日卓話よろしくお願いします。結
婚記念日のお祝いありがとうございます。
鈴木 英男
・原油が高騰しています。出来るだけ車に乗るのは控
えましょう。牛肉も値上がりしています。吉野家に行
ったら牛丼の肉がいつもより少なかった。チクショ
ー！
大熊 正行

誕生日プレゼントに一部変更がありました

・田中のり子様ようこそ。本日卓話よろしくお願い致し
ます。大塚さんようこそ！お早い入会をお待ちして
います。
大熊 正行
・久し振りに出席しました。申し訳ありません。
太田 靖彦
・コロナの感染減少、本物でしょうか？まだまだ要注
意！
堀野 眞孝
・田中のり子様、大塚具視様、本日よろしくお願い致

新しくなったモデルがこちらです。

します。
松﨑 義一 山本 正乃 深野 秀樹 松井 昭夫
大濱 裕広 青木 清 須賀 篤史 伊藤 純
・ロータリー財団へのご協力ありがとうございます。
小宮山 大介
・地区大会お疲れ様でした。本日の例会宜しくお願
い致します。
中村 隆雄
・本日も宜しくお願い致します。お客様ようこそ。
髙 瑠美子 渡辺 裕介 本間 睦人 櫻井 保彦

例会終了後に越谷市民まつりの御礼として、越谷青
年会議所会長の神代様が訪問されました。

出席報告
会員数

43 名

出席者

32 名

出席率

82 %
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