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第 １３４２ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 30年 8月 21日（火） ・点鐘時間  12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング 「奉仕の理想」 

・司会者名 秋元志津子出席・会場委員長 ・発行月日 平成 30年 9月 4日（火） 

・来訪者氏名 越谷南ＲＣ会長 荒井信宏様   

同幹事 中村直弘様 

       一般社団法人越谷青年会議所  

副理事長 尾ケ井幸一様 

               副理事長 近藤昭彦様 

 

会長挨拶 高橋護会長 

 前回の例会では、ガバナー公式訪問ありがとうございま

した。皆様のご協力のおかげで無事

に終了することができました。 

さて、ここのところ、異常気象な

のか、日本に台風が多く来ている気

がします。今週は台風２０号が西日

本に来るらしいです。そこで、気に

なったので、台風についてちょっと

調べてみました。 

 まず、台風の語源ですが、明治時代に欧米文化の影響か

ら“ｔｙｐｈｏｏｎ“という英語がそのまま使われていた

らしいです。その後、明治末期、当時中央気象台長を務め

ていた岡田武松氏が、“ｔｙｐｈｏｏｎ“を「たいふう」と

翻訳し、気象用語として定着したと言われています。 

 日本では、毎年８月から９月が台風シーズンと言われま

す。この時期によく台風が来るからですが、台風観測の面

からみると、台風発生における１年の区切りを指すので、

１月から１２月が１台風シーズンとなります。暦の１年と

同じです。 

 つまり、その年の最初に発生した台風が「台風１号」と

なります。例年、台風が多く来る８月、９月には台風も１

５号～２０号くらいになっていることが多いということで

す。 

 ちなみに、今年の台風１号は１月３日に発生しています。 

 台風の大きさ、強さとは何でしょうか？たぶん小学校か

中学校で勉強しているはずですが、改めて。 

 強風の半径で表されるのが台風の大きさ。最大風速で表

されるのが台風の強さです。強風とは秒速１５ｍ以上、最

大風速とは１０分間の平均数値です。強風の範囲が半径５

００～８００ｋｍを大型台風、８００ｋｍ以上を超大型台

風といいます。最大風速が秒速で３２．７ｍ以上を強い台

風、４３．７ｍ以上を非常に強い台風、５４．０ｍ以上を

猛烈な台風というとのことです。 

 以前は、大きさを表す表現にごく小さい、小型、中型、

強さを表す表現に弱い、並の強さという分類がありました

が、台風を過小評価する誤解を懸念し、２０００年６月よ

り廃止されています。 

 今年は台風が多く来ているので、関東にも影響が出るか

もしれません。直撃したとしても被害が大きくならないこ

とを願うばかりです。 

幹事報告 菊地貴光幹事 

１．「第４４回越谷市民まつりへの 

協賛のお願い」が来ています。  

２． 「第４４回越谷市民まつり交通 

安全パレード参加」の案内が来

ています。 

３．地区より地区補助金の送金がさ 

れた旨の通知が来ています。なお、 

レートは１ドル１１２円です。 

４．職業奉仕部門セミナーが開催さ 

れます。日時 １０月４日（木）午後５時３０分 

場所 パレスホテル大宮 

講師 神田正氏（日高屋会長） 

５．アクトの日清掃活動の案内が来ています。 

６．米山記念奨学寄付の明細が来ています。 

   山下良雄会員 累計額３４０，０００円 

   菊地貴光会員 累計額２１０，０００円 

お客様挨拶 

■越谷南ＲＣ会長 荒井信宏様 

 皆さまこんにちは。こちらの例会

場には初めて訪問しますが、例会場

に音楽が流れているのが素晴らしい

と思いました。参考にさせていただ

きたいと思います。中クラブ様では、

国際食文化交流会を長い間続けられ

ていると聞いております。南クラブ

でも、デンマークから高校生を預か

っていまして、その高校生と一緒に

高校などを見学してきました。学生

と触れ合うと楽しい感じがします。食文化交流会も素晴らし

い事業として続いていくことと思います。また、児童館コス

モスでファミリーコンサートを開催すると聞いています。継

続事業だけでなく新規事業も行うということで、高橋会長の

次月・次週インフォメーション 

８/２９ 夜間例会 

９/４  理事会・通常例会 



スローガンどおり実践していることも素晴らしいと感じて

います。南クラブの会員共々、一年間よろしくお願い致しま

す。 

■越谷南ＲＣ幹事 中村直弘様 

 皆さまこんにちは。私が入会した年

度も２回ほど中クラブ様にはメーキャ

ップさせてもらっていまして、昨年も

南クラブの長澤会員が卓話した時もお

邪魔させていただきました。さらには、

中クラブ２５周年記念式典に参加させ

ていただいた際には、余興のじゃんけ

ん大会で勝ちまして、旅行券をいただ

きました。南クラブでは今年度４５周

年を迎えまして、来年５月２５日には式典を予定しています。

改めて案内させていただきますので、よろしくお願い致しま

す。皆さまと共に第８グループを盛り上げていきたいと思っ

ていますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

卓話 

■一般社団法人越谷青年会議所副理事長  尾ケ井幸一様 

 本日は１０月２８日に行われ

る「第４４回越谷市民まつり」の

ご協力のお願いに参りました。本

庁舎南側部分の工事が始まってお

り、これまでの場所で行われる最

後の年となりました。越谷市制６

０周年記念として、『水と緑と太陽

に恵まれた希望溢れるまちわがふ

る里越谷』に相応しい市民まつり

にしたいと思っています。 

 私の出身校は弥栄小学校、新栄中学校、越谷高校で、大

学は亜細亜大学を卒業しました。小・中・高と野球をして

いまして、今は高校時代の仲間とチームを作っています。

職業は大学卒業後１０年ほど農協で働いていました。その

後、不動産会社に１年間勤めました。その後独立するにあ

たり、「独立するならどこかの団体に入ったほうが良い」と

知人から勧められ、入会したのがＪＣでした。誘われてか

ら入会に迷っていたところ、２０１３年９月２日に竜巻が

発生し被害が出ました。こういう被害があったときは、地

元の繋がりが無いと上手くやっていけないと感じました。

また、この時に各地青年会議所のメンバーがボランティア

に来ていると見聞きしてから、入会を決めました。青年会

議所に入って学んだことは、自己研鑽をして成長できたこ

とだと思います。また、活動を通じて、越谷市内、埼玉県

内はもとより、日本全国の友人と仲良くなることも大きな

成果だと思います。 

 

■一般社団法人越谷青年会議所副理事長   近藤昭彦様 

 卓話をさせていただくのは初め

てですが、越谷青年会議所に所属す

ることによって、このような機会を

いただけることを楽しく思いながら

活動をしています。 

 私の生まれは大阪府千早赤坂村で

す。その後越谷にきて、大袋東小学

校を卒業しました。高校中退後、友

人たちの仕事を手伝っていまして、

現在は東越谷で住宅向け住設機器の販売、太陽光発電によ

る売電事業をしています。 

 青年会議所には２０１３年１２月に入会しました。それ

以前も入会の誘いはありましたが、会社経営に精一杯で断

っていました。今年度は４５周年実行委員会を務めさせて

いただいて、６月には記念式典を開催しました。多くの皆

様に参加してもらってすごい経験をさせてもらったと思い

ます。その際に、越谷青年会議所は町からされることが第

一だと感じました。越谷青年会議所が無いと困る、と思わ

れないと活動の意義が無いと思います。５０周年に向けて

もっと必要とされる団体にしていきたいと思っています。 

 青年会議所で「自分の気持ちを人にどう伝えてどう動い

てもらうか」を学びました。自身の経験として良い成長を

させてもらったと思っています。 

 
 

 

スマイル報告 小池和義会員増強維持部門長 

■本日はお世話になります。１年間よろしくお願い致しま

す。         越谷南ＲＣ 会長 荒井信宏様 

■本日は貴重な例会のお時間を頂き有難うございました。

皆様のお力添えを頂きながら第８グループを盛り上げてい

きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

越谷南ＲＣ             幹事 中村直弘様 

■越谷南ロータリークラブ荒井会長、中村幹事、越谷青年

会議所近藤副理事長、尾ケ井副理事長ようこそ。本日もよ

ろしくお願いします。           高橋護会長 

■お客様ようこそ。南クラブさんの事業のご盛会をお祈り

致します。市民まつりの成功もご祈念いたします。  

菊地貴光幹事 

■お客さまようこそお越し下さいました。本日はよろしく

お願いします。外は暑いですが、ハートも暑苦しくやって

いきたいと思います。            浅田修司 

■遅くなり、すみません。お客様ようこそ！山口県２才男

児を救出した尾畠さんの生き方に憧れをおぼえます。  

坪井明 

■お客様ようこそ               大野弘 

■お客様ようこそ！本日もよろしくお願い致します。  

小池和義 

■お客様、暑い中ありがとうございます。本日もよろしく

お願い致します。             秋元志津子 

■お客様ようこそ。残暑がきびしいですが頑張りましょう。

本日の例会よろしくお願い致します。     中村隆雄 

■お客様ようこそ！夏休みも終わりましたが皆さん元気で

すが？私も元気です。皆で頑張りましょう！   仲文成 

■お客様ようこそ。残暑きびしいですね。   武藤正雄 

出席報告 小池和義会員増強維持部門長 

 

会員数 出免除 出席数 欠席数 MU 出席率 

１９名 ４名 １０名 名 ２名 ８０．００％ 


