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例 会 日 毎週火曜日 １２：３０～１：３０           会   長 佐 々 岡  修 

例 会 場 山下工務店 大袋 GL2階 

事 務 局 〒３４３-００３４ 越谷市大竹６８６－３   幹   事 中 村 隆 雄 

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－９７１－５３２０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－９７１－５３７０         会報委員長  田 中 のり子 

創   立 平成２年５月２２日  

                                     

第 １２６８ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 29年 1月 17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 菊地貴光ロータリー財団委員長  ・発行月日 平成 29年 2月 7日（火） 

・来訪者名 松井昭夫様（越谷北 RC） 小林光則様（越谷北 RC） 

      SOLONGO BILGUUN様（モンゴル） BAYASGLAN SHINEDARAM様（モンゴル） 

 

佐々岡 修会長 

  皆さん、こんにちは。来 

 たる 22（日）は第 14 回国 

  際食文化交流会の開催と 

  なります。皆様のご協力の 

  もと準備を進めておりま 

  すが、クラブの大きな事業 

 ですので、全会員で力を合 

  わせて成功に収めたいと 

  思っています。 

本日は日本の文化、日本のお正月についてのお話です。 

日本に伝わる昔ながらのお正月遊びには子供たちが楽し

むだけでけでなく、夫々にある「願い」が込められている

と言われます。澄みきった寒空の下、北風に乗り空高く舞

い上がる凧揚げ。その昔、この凧揚げは「立春の季に空に

向くは養生のひとつ」という諺にならい、旧暦の立春の頃

に行う風習がありました。それが江戸時代になって男の子

の誕生を祝って行われるようになったとのこと。凧が天高

く上がれば上がるほど子供が元気に成長すると言われ、ま

た「願い事を天まで届ける」という意味も、この凧揚げに

は込められているそうです。また羽根つきは一年の厄をは

ね、子供の健やかな成長を願うものとして親しまれてきま

した。羽根に使われるムクジロの実は「無患子」（子供が

病気を患わ無い）と書き、無病息災の願いが込められてい 

ます。定番の福笑いは出来上がった顔を見て大きな笑いが

巻き起こることから「笑う門には福来る」と縁起よろしく、

新年の福を祈願する遊びとして定着し今に伝わります。 

日本にはこうしたお正月遊びに限らず、様々な遊びやモ 

ノに願いを込め、意味を持たせる文化が数多く存在してい 

ます。誰もが一度は折ったことのある折り鶴もその一つ。 

もとは折り紙として遊びの中にあった折り鶴、鶴が長寿の 

象徴でもあることからやがて病気平癒、健康長寿を願って 

折られるようになりました。大切な誰かを慮り、「元気に 

なって欲しい」「いつまでも元気でいて欲しい」との願い 

が込められ、一つひとつの折り鶴が一本の糸で繋がって出 

来上がる千羽鶴には、折り手が相手を想う目には見えない 

温かい心が込められています。 

 日本の家庭や地域で脈々と受け継がれてきたこれら日 

本の伝統文化、ところが近頃では目まぐるしく移り変わる 

 

時代の中で少しずつ失われつつあるようです。しかし、 

たとえ時代が移り変わろうとも家族の健康を願う心、子 

供達の健やかな成長を願う心はいつの時代も変わらず消 

えることはないはずです。 

 

 

１．地区青少年育成インターアクト委員会より「訪日学生 

  名簿および日程表」がきています。 

２． 地区より「アトランタ国際大会 日本人親善朝食会の 

案内」がきています。 

３．認定 NPO 法人かものはしプロジェクトより「世界の

子どもが売られる問題について卓話をさせていただ

けませんか」という内容の文書がきています。 

４．越谷南 RC、越谷東 RC より 1 月・2 月の例会案内が

きています。 

５．中澤ガバナー補佐幹事より「IM 式典の内容に関する 

説明書」がきています。 

６．小林 IM 実行委員長よりリーフレットをいただきま 

したので配布させていただきます。 

７．来る 22 日（日）国際食文化交流会、23 日（月）IM 

  と続きますが、皆様の出席をお願い致します。 

８．当クラブ下期会費の納入をお願い致します。 

 

■国際食文化交流会実行委員会    小池和義委員長 

国際食文化交流（22 日）開催にあたり、婦人部の皆様か

ら当日のメニューが書面で寄せられています。（おにぎ

り・豚汁・漬物）交流会の事前準備委員である山川会員、

坪井会員、高橋会員と中村幹事の協力を得て、本例会終了

後に必要なものを揃えたいと考えています。ついては例会

後に打合せを行いますので、ご協力のほどよろしくお願い

致します。 

■地区補助金事業について     菊地貴光担当委員 

会田会員（越谷東 RC）から相談のあった件で越谷北高等

学校バレーボール部の担当者から話を聞いてきました。

バレーボール大会の際に賞状やレプリカ等の提供をして

もらえないかといった内容でしたので、クラブとしてど

のような形で協力ができるのか、地区補助金を活用する

ことも含めて後日、理事会で協議の予定です。 

次月・次週インフォメーション 

2／ 7 通常例会 理事会  

／14  卓  話 

／21  クラブフォーラム 

 

 

 

中村隆雄幹事 



■スマイル報告 小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長 

・本日、よろしくお願いします。IM もよろしくお願いし 

ます。                 松井昭夫様 

・IM キャラバンで伺いました。よろしくお願い致しま 

す。                  小林光則様 

・お客様、ようこそいらっしゃいました。IMよろしくお 

 願い致します。             佐々岡 修 

・お客様、ようこそ。22 日食文化、23 日 IMのご参加、 

ご協力よろしくお願いします。寒い日が続きますがご自 

愛ください。               中村隆雄 

・良いお天気で例会ができて嬉しいですね。お客様、よ 

 うこそ。                 武藤正雄 

・北クラブ会長・松井様、IM 実行委員長・小林様、よう 

 こそ。皆で力を合わせて IM 頑張りましょう。ご指導お 

 願い申し上げます。            仲 文成 

・SOLONGO BILGUUN（ビルグーン）、BAYASGLAN 

  SHINEDARAM（シンドラム）、本日はモンゴル人 2 名 

  を紹介致します。             鈴木 宏 

・松井会長、小林実行委員長、ようこそ。たいへん恐縮な 

がら早退します。             大野 弘 

・IM 実行委員会、ありがとうございます。本日もよろし 

 くお願いします。             山川純也 

・松井会長様、小林実行委員長様、ようこそ。  菊地貴光 

・お客様、ようこそ。本日もよろしくお願いします。高橋 護 

・お客様、ようこそ。            山下良雄 

・松井会長、小林実行委員長、ようこそ！皆様、食文化交 

 流会ご協力よろしくお願い致します。    小池和義 

小計 17,000 円 

                             松井昭夫様（越谷北 RC） 

 皆さん、こんにちは。本

日は 23 日に開催予定の IM

のキャラバンで伺いました。

三年ぶりの訪問です。当日

は皆様にご協力をいただい

て素晴らしい IM にしたい

と思いますので、どうぞよ

ろしくお願い致します。 

 

  小林光則様（越谷北 RC） 

 今年度 IM 実行委員長を

仰せつかっております小林

です。当日配布予定のリー

フレットをお持ちしました。

23日はコミュニティセンタ

ーの小ホールで行いますが、

早めにお越しいただいた方 

にはお茶席やお琴演奏の用意もございますのでお楽しみ

いただければと思います。今年はロータリー財団 100 周

年ということで基調講演は「ポリオ撲滅とロータリーの貢

献」という演題で渋谷健司先生（東京大学）にお願いして

おります。その後の賀詞交歓会・懇親会（ポルティコホー

ル）ではアンデス音楽などをお楽しみいただきながら懇親

を深めていただき、19 時頃の終了となります。長丁場に 

なりますが、当日は大勢の方にお集まりいただきまして楽 

しく進めていきたいと思っておりますので皆様どうぞよろ

しくお願い致します。 

 

 

 

鈴木 宏会員 

（1960．1．15 生） 

職業分類：食品製造販売 

事業場：株式会社ショクイク 

 

 皆様の仲間になれたことをたいへん嬉しく思っておりま

す。佐々岡会長にはここ数ヶ月間いろいろな形でサポート

していただき、また助言もいただきました。ありがとうご

ざいます。仲さんからは会社の紹介などもしていただき、

ありがたく思っています。 

 

お二人からプレゼントを 

         いただきました 

モンゴルは平均寿命が 

短いため食生活の見直し 

をしています。そんな中、 

モンゴル国立大学学長の 

協力のもと大学でお弁当を作り始めており、お二人にはお

弁当プロジェクトに参加していただいています。 

■出席報告   小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長 

会員数 出免除 出席数 欠席数 ＭＵ 出席率 

20 名 4 名 11 名  1 名 75% 

 

臨時協議会 

１．杜氏(台北百城扶輪社)が出張で来日されるため、急遽 20 

日に歓迎会を行うことになりました。ご都合のよろしい方は

是非参加してください。（pm6：00 こでまり） 

  台北百城扶輪社への訪問について 

5 月 26 日（金）台北百城扶輪社の周年事業開催 

  周年事業参加を目的に訪問スケジュールを組む予定  

２．国際食文化交流会実施にあたっての準備 山川純也委員 

  予算案 収入 120,000 円  支出 202,200 円 

※不足分（82,200 円）は国際奉仕委員会活動費から充当 

・学生の送迎確認 9 時 30 分 高橋会員、坪井会員、山下会員 

・学生への謝礼は現金とする          小池会員 

・集 合 午前 9 時 おおたけ保育園 

・例会プログラムの確認 

・当日の役割分担（会場設営は全員で行う） 

 受付・会計 仲会員、田中会員、吉岡事務局、本田さん 

 来賓世話係 坪井会員、大野会員、山﨑会員 

 司  会  宮坂会員 山川会員 

 写真撮影  浅田会員 

 駐車場案内 菊地会員、小池会員 

 焼きそば  武藤会員 

 ごみ処分  中村会員（コンロ・ボンベの確認） 

 調理学生  中国・台湾・韓国・ネパールからの留学生 

※1／12 文教大学生への食材費は支払済み（小池委員長報告） 

どうぞよろしくお願いします 


