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司会： 櫻井 保彦

編集： 近藤 慎悟

会次第
1．点鐘
2．ロータリーソング

「我等の生業」

3．クラブビジョン・戦略計画唱和
4．お客様紹介

大島 直幸 会長
二十四節季だと 9 月 8 日から「白露」です。

（幸手ロータリークラブ）
株式会社アメック

いよいよ秋の気配が迫り、大気が冷えてくる。夜間に

代表取締役 小山 寿行 様

気温が下がり、大気中の水蒸気が草花に朝露となっ

米山記念奨学生 王 学朋 様

てつくようになる。光によって白く見える露ができ始め

5．会長挨拶

る頃という意味で「白露」とされます。日中の暑さも和

6．幹事報告

らぎ始め、だんだんと秋の気配が深まっていく時期で

7．3 分間ロータリー情報

す。

8. お客様挨拶

さて、来週は 19 日月曜日が敬老の日、金曜日が

9. 委員会報告

秋分の日で祝日となります。月給で働く人にとっては

10．外部卓話 「不動産四方山話」

嬉しい休日ですが、経営者にとってはあまりうれしくな

11. 出席報告

いかもしれません。本日はそんな日本の祝日につい
てお話しします。
現在日本の祝日は年間で 16 日あります。ご存じの

【次回例会案内】 令和 4 年 9 月 28 日
ロータリアンの行動規範

方もいるとは思いますが、日本の祝日は「国民の祝日

外部卓話「新型コロナウイルス感染症対策の基本方

に関する法律」という法律で定められています。法律

針をもう一度理解する」

は三条からなり、第一条で祝日の定義、そして第二

卓話者： 中陣 祐紀 様

条で具体的な祝日の名前と日付、そしてその内容ま
でもが規定されています。そして祝日は第一条にある
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とおり何かを祝う日なので、休日ではないのですが、
第三条に「国民の祝日は、休日とする。」と規定され
ていますので祝日＝休日になります。

文化の日
勤労感謝の日

（国民の祝日に関する法律）
第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、
美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊
かな生活を築きあげるために、ここに国民こ

においてその日に最も近い「国民の祝日」でない

第二条「国民の祝日」を次のように定める。

天皇誕生日
春分の日
昭和の日

憲法記念日
みどりの日

こどもの日

海の日

山の日
敬老の日

秋分の日
スポーツの日

楽しみ、他者を尊重する精神を培
うとともに、健康で活力ある社会の
実現を願う。
十一月三日 自由と平和を愛し、
文化をすすめる。
十一月二十三日 勤労をたつと
び、生産を祝い、国民たがいに感
謝しあう。

2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後

これを「国民の祝日」と名づける。

建国記念の日

ジェニファー E.ジョーンズ

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。

ぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、

元日
成人の日

ロータリー”

“イマジン

日を休日とする。

一月一日 年のはじめを祝う。
一月の第二月曜日 おとなになっ
たことを自覚し、みずから生き抜こ
うとする青年を祝いはげます。
政令で定める日 建国をしのび、
国を愛する心を養う。
二月二十三日 天皇の誕生日を
祝う。
春分日 自然をたたえ、生物をい
つくしむ。
四月二十九日 激動の日々を経
て、復興を遂げた昭和の時代を
顧み、国の将来に思いをいたす。
五月三日 日本国憲法の施行を
記念し、国の成長を期する。
五月四日 自然に親しむとともに
その恩恵に感謝し、豊かな心をは
ぐくむ。
五月五日 こどもの人格を重ん
じ、こども の 幸 福 をはかる と と も
に、母に感謝する。
七月の第三月曜日 海の恩恵に
感謝するとともに、海洋国日本の
繁栄を願う。
八月十一日 山に親しむ機会を
得て、山の恩恵に感謝する。
九月の第三月曜日 多年にわた
り社会につくしてきた老人を敬愛
し、長寿を祝う。
秋分日 祖先をうやまい、なくなっ
た人々をしのぶ。
十月の第二月曜日 スポーツを

3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日（「国
民の祝日」でない日に限る。）は、休日とする。
ちなみに春分と秋分の日にちは変わることがあるた
め、何月何日とは書かれていません。また、成人の日、
海の日、敬老の日、スポーツの日は第何月曜日とな
っていますのでこちらも毎年日付は変わります。そし
て建国記念の日は政令で定める日とされており、祝
日法では日にちは決められていませんが 2 月 11 日
がその日に当たります。
（日本の祝日の変遷）
昭和 23 年 9 日
昭和 41 年 12 日
昭和 48 年
平成元年 13 日
平成 7 年 14 日
平成 19 年 15 日

平成 28 年 16 日

追加 建国記念の日 敬老の日
体育の日
振替休日
追加 みどりの日
追加 海の日
追加 昭和の日
みどりの日→昭和の日 みどり
の日が 5/4 に移動
追加 山の日

ちなみに現在は週休二日制ですが、昭和 22 年に
初めて制定された労働基準法では週 48 時間と規定
されていました。その後、昭和 62 年に週 40 時間と定
められ、徐々に移行し、平成 5 年から完全実施となり
ました。
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とどのようにして発展してきたかについて論じていま
す。つまりこの惑星と私たち生物が生き残ったのは奇
跡に他ならないというのがブライソンさんの説です。
「私たちは存在という特権を享受するだけでなく、そ
の価値を理解し、さらにはさまざまな方法でより良い
存在になろうとする独自の能力も授かっている」と述
べています。ブライソンさんや、他の作家たちの言葉
を読むことができる私たちは恵まれています。

江口 公晴 幹事

言葉を読むことも、名前を書くこともできない成人

・細淵ガバナーより、9/10 に行われました甲子園野球

は世界で推定７億 7000 万人に上がり、そのほとんど

大会の出場にあたり激励の電報を頂戴いたしまし

が女性です。こういった人々は明らかに人生で不利

た。

な立場にあり、働く機会が限られております。そして

・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、米山

自分のせいでそのような状況におかれているのでは

功労クラブ感謝状を頂戴いたしました。

ありません。9 月は基本的教育と識字率向上月間で

・浪江ロータリークラブさんより年度計画書が届いて

す。ロータリーとロータリー財団が及ぼしている長期

おります。

的な影響とその取り組みにぜひ目を向けてください。

・9/7 に行いました理事役員会の議事録を掲示してお

昨年度だけで、ロータリー財団が承認した基本的

ります。詳細についてお聞きになりたい方は幹事ま

教育と識字率向上プロジェクトのグローバル補助金

でお申し出ください。

は、速報値で 104 件、総額 630 万ドルに上がります。
これは、クラブと地区の何十年にわたる取り組みがあ

3 分間ロータリー情報

ってこその成果です。中でも私はオーストラリア人とし
て、クイーンズランド州のパストガバナーであるディッ
クウォーカーさんの活動を特に誇りに思っています。
彼は財団のマッチンググラントを使って集中言語能
力助長プログラムを開発しました。このメソッドは、今
でも世界中の著名な教育者に採用されています。
地域社会レベルでは、私たちのクラブは多くの子
供たちの人生を変えた図書寄贈運動で有名です。し

吉田 実 会員

かし、多くのクラブや地区が結集して大規模なロータ

「言葉を世界中の人々に届けよう」

リー財団プロジェクトに取り組めば、地域社会全体に

（引用：ロータリーの友 9 月号より）

何世代にもわたって影響を及ぼすことができるので

私はビルブライソン著の「人類が知っていることの

す。

すべての短い歴史」という本が好きなのですが、この

ロータリーは識字率を大きく向上させる機会に恵ま

本で著者は宇宙の創造について記述、溶けた岩石

れています。基本的な読み書きが達成されれば、数

が渦巻く炎の塊だった地球と呼ばれる点が、「緑と青

字的リテラシー、デジタルリテラシー、財務リテラシー

の自然豊かな故郷」という、今日、私たちが知る姿へ

など、他のタイプのリテラシーへの道が開かれます。
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委員会報告

この宇宙の片鱗を、よりよい世界にする機会を無駄
にしてはなりません。今月、さらにそれ以降も、大きな

親睦活動委員会 須賀 篤史 委員長

志を持ってリテラシー向上と教育に取り組み、世界を

①10/5(水)に新入会員の大塚さん・小林さんの歓迎

変えようではありませんか。

会を行います。
②10/26～27 で山梨県 石和温泉に職場見学を兼

お客様挨拶

ねた親睦旅行のご案内です。有名なワイナリー見学
他楽しいツアーを企画しますのでご参加をお待ちし
ております。
野球同好会 深野 秀樹 副部長
第 37 回全国ロータリークラブ野球大会に、埼玉県
で唯一、先日の 9 月 10 日(土)甲子園球場、第一試
合 8 時 30 分開始に参加して参りました。
この大会は昭和 53 年 3 月に当時阪神タイガース

米山記念奨学生 王 学朋 様
皆さん、こんにちは。今年度奨学生の王学朋（オウ

社長で西宮甲子園ロータリークラブ会長の小津様が

ガクホウ）です。今は文教大学教育研究科学校教育

特別な配慮で、甲子園球場にて全国のロータリークラ

の大学院二年生です。いつのまにか 9 月に入りまし

ブ野球同好会の友情が深まるようスタートしました。

た。先週は 9 月の第 1 回定例会に参加できずにすみ

前夜祭で各クラブと挨拶を交わし、大熊監督が試

ませんでした。

合相手の益田西ロータリークラブ(島根県)との先攻を
勝ち取り、試合は初回 4 点取りましたが惜しくも負け

最近は月末にある論文の中間発表を準備していま
す。学校も明日から始まりますが、今私は授業があま

てしまいました。

りないです。しかし、秋学期から私の卒業論文も最終

皆怪我も無く楽しい一日を過ごし、懇親会もお酒

段階に入っています。正直に言うと、最近はストレス

が進みました。今後とも野球同好会宜しくお願い致し

が大きく、夜にぜんぜん眠れません。

ます。

10 月には、私の人生の中で重要な選択を迎えるか

外部卓話

もしれません。博士に続けることができるかどうかは、
私が一番不安に思っていることです。私は将来大学
で日本語の先生になることを目指して努力しています。
博士に進学することができるかどうかは、大学の先生
になれるかどうかに直接的な関係があります。そのた
め、今は自分が最大限の努力を行えるように調整し
ています。合格出来たら、それは一番良い結果です。
しかし、仮に失敗しても人生にはまだ選択肢がたくさ

幸手ロータリークラブ 株式会社アメック

んあります。

代表取締役 小山 寿行 様

このクラブに入ってからもう 5 ヶ月。本当にいつもあ

生業にされている不動産業界について卓話を頂き

りがとうございます。

ました。
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・小山様、卓話よろしくお願い致します。
松﨑 義一 青木 清 堀野 眞孝
関 雄二郎
・野球部の皆様。甲子園出張試合大変ご苦労様でし
た！
小林 光則
・甲子園参加された皆様はお疲れ様でした。本日も
宜しくお願い致します。
伊藤 純
・野球同好会の皆さん、週末はお疲れ様でした。次
回こそは勝ちましょう。また、ご支援頂いた皆様あり
がとうございました。
不動産業界の裏話も交え、大変勉強になった卓話

須賀 篤史

でした。小山様、ありがとうございました。

・お客様いらっしゃいませ。野球同好会の皆様ご苦労
様でした。
市川 洋和
・世界平和の為に！
関森 初義 吉田 実

・本日は皆様と例会をともにできて楽しかったです。

・中々夏が終わりません。お身体お大事に！

小山 寿行

太田 靖彦

・幸手 RC 小山寿行様、本日は卓話よろしくお願いし
ます。

出席報告

大島 直幸
・地区副幹事幸手 RC 小山様、本日は卓話よろしくお
願い致します。
江口 公晴

会員数

41 名

出席者

33 名

出席率

84.6 %

・次年度地区幹事小山様、お忙しい所本日は誠にあ
りがとうございます。
大熊 正行
・幸手 RC 小山寿行様ようこそ。卓話宜しく楽しみで
す。
宮﨑 敏博
・次年度地区幹事小山様、ようこそ。本日ご指導宜し
くお願い致します。
大濱 裕広

今回は太田会員が戦略を提唱しました。
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