越谷ロータリークラブ週報 VOL.2554

事務局：越谷市越ケ谷本町 8-7 TEL.048-965-0550 FAX.048-965-6000 Email. koshirc@crocus.ocn.ne.jp
◆会長／平田 徳久 ◆副会長／須賀 定吉 ◆幹事／若海 宗承 ◆ｸﾗﾌﾞ広報委員長／横家 豪

ロータリーの目的

◆ 会長挨拶
皆さんこんにちは。

平田徳久会長

本日は川口東 RC の
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎とし

隅内会長始め大勢の

て奉仕の理念を奨励し、これを育むことにあ

皆様、ようこそ越谷

る。具体的には、次の各項を奨励することにあ

RC へお越し下さい

る：

ました。ごゆっくり

第 1 知り合いを広めることによって奉仕

お楽しみ下さい。後

の機会とすること；

ほど隅内会長よりご挨拶を頂ければと思います。ま

第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ

た元会員の原小津枝さんお帰りなさい。お久しぶり

仕事はすべて価値あるものと認識し、

ですがお元気そうで何よりです。原さんにも北海道

社会に奉仕する機会としてロータリア

ライフ等近況についてお話を頂ければと思います。

第3

ン各自の職業を高潔なものにすること；

さて、日曜日に行われました第 44 回越谷市民まつ

ロータリアン一人一人が、個人として、

りでの力持ち大会、早朝よりお疲れ様でした。特に

また事業および社会生活において、

小暮委員長を始め、社会奉仕委員会の皆さん万全の

日々、奉仕の理念を実践すること；

準備ありがとうございました。お天気にも恵まれ、

第 4 奉仕の理念に結ばれた職業人が世界的

また一番心配をしておりました怪我人も無く、お陰

ネットワークを通じて、国際理解、親

様で大盛会に終わる事ができました。参加された競

善、平和を推進すること。

技者のみならず観戦した多くの市民の方々も盛り上
がり、大いに楽しんで頂けたと思います。司会進行

四つのテスト
1）真実かどうか
2）みんなに公平か

の木村会員と山崎会員の好リードで高橋市長にもご
挨拶だけで無く表彰式にもご参加頂き、市民の方も
大喜びしておりました。この力持ち大会も 10 回と回
を重ねるうちに市民にも大分浸透して来たように感

3）好意と友情を深めるか

じました。正に、ロータリークラブの公共イメージ

4）みんなの為になるかどうか

アップに繋がったと思います。市役所の建て替えが
あり来年の開催が微妙ではありますが、しっかりと
継続していければと思います。又、当日は「ロータ

今月の例会予定

リーの友」の取材もあり、どんなクラブ紹介になる
のか 12 月号が楽しみです。
最後になりますが、近藤正成会員ご結婚おめでと

11/6→10.11 日地区大会に振り替え
11/13 結婚誕生祝

うございます。末長いお幸せを心よりお祈り申し上
げます。今日はゲスト卓話として、小泉牧夫先生の

ｲﾆｼｪｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ 島田秀一会員

「世にもおもしろい英語」のお話がありますので、

11/20 キャンベルタウン RC 創立 60 周年訪問報告

以上をもちまして会長挨拶とさせて頂きます。あり

11/27 卓話 埼玉県立大学理事長 田中滋様

がとうございました。
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◆ 幹事報告
若海宗承幹事
1、来週 11 月 6 日の
例会は 10 日,11 日に
開催される地区大会
に振替のため休会で
すので、お間違えのな
いようにお願いしま
す。地区大会には全会
員登録をしています
のでご出席宜しくお願いします。また翌週 13 日の例
会終了後に 2 階研修室にて定例理事会を行います。
理事･役員の皆様ご出席宜しくお願いします。
2、9 日(金)に指名委員会が若松にて午後 6 時より開
催されます。関係各位の皆様 ご出席宜しくお願い致
します。
3、地区事務所より、11 月 11 日(日)の地区大会にて
歌手の八神純子様が記念講演&公演をされます。ご
家族や知人の方にも是非 参加して頂きたいと招待
券が届いておりますので、ご入用の方は事務局まで
お申し出下さい。
4、越谷商工会議所より福利厚生のご案内を頂きまし
た。BOX にお入れしましたのでご確認の上ご利用下
さい。
5、本日来訪の川口東 RC の皆様からと元会員 原 小
津枝様よりお土産を頂きました。是非ご賞味下さい。
◆ 委員会報告
◎ 国際奉仕委員会
吉野寛治委員長
キャンベルタウン RC60 周年記念式典に大野光政
団長始め 15 名で参加予定です。記念品として電気ス
タンドを寄贈する予定です。スタンドは山田パスト
会長の会社である和光製作所に格安で製作して頂き
ました。
◎ 親睦活動委員会
瀧田貴夫委員長
親睦ゴルフコンペに多くのご参加ありがとうござ
いました。野見山夫妻が男女の部それぞれトップで
あった事を報告致します。私は遠慮してブービーメ
ーカーでした。来月は親睦旅行があります。参加予
定の方は FAX でご案内しますので指定口座へ登録料
の振込をお願いします。
◎ 社会奉仕委員会
小暮直正委員長
先日の日曜日開催の第 44 回越谷市民まつりに多
くの会員に参加頂き、無事盛況の内に終える事がで
きました。誠にありがとうございました。
◎ 米山記念奨学委員会
中島美三郎委員長
大野保司会員から 2 万円ご寄付頂きました。トー
タル 10 万円で米山功労賞おめでとうございます。
◎ R財団委員会
豊田高行委員長
大野保司会員･吉澤行雄会員から 200 ドルご寄付

頂いておりますので併せて報告します。来月はロー
タリー財団月間です。財団寄付金 200 ドルを握りし
めて例会に参加して下さい。そっと近づいて徴収し
ますので宜しくお願いします。
◎ ご案内 江原武男地区公共イメージ部門委員長
ポリオ撲滅のカウントダウンチャリティーコンサ
ートのご案内です。11 月 29 日(木)に、彩の国埼玉芸
術劇場にて開催予定です。元財団奨学生 4 人の方で
コンサートする予定です。地区内で 600 枚の販売を
予定しております。川口東 RC も未購入のようです
ので、是非ともご協力お願いします。
◆ 挨拶
元越谷 RC 会員 原 小津枝様
皆様こんにちは。
一昨年の 12 月まで
当会会員でした。北
海道在住ですが、こ
ちらに来る用事があ
り、懐かしく参加さ
せてもらいました。
皆様に優しく受け入
れて頂きありがとうございます。北海道は先日の地
震の影響で景気も悪くなり少しがっかりしたところ
ではあるのですが、復興割もありますので、皆様に
遊びにきてもらえると嬉しいです。北海道は雪が降
り積もる時期が早く、11 月の頭位から雪が降り始め
るので、お越しになるなら、なるべく早い時期をお
勧めします。空気、食べ物、温泉、ゴルフもいいし、
多分釣りもいいです。楽しみがいっぱいありますの
で、是非北海道に来て下さい。体調がすぐれなかっ
たのですが、最近は復調しノルディックウォーキン
グをするなど元気に過ごしています。また皆様と会
えるのを楽しみにしています。是非北海道にお越し
下さい。
◆ 挨拶
◎ 川口東RC会長
隅内道三様
現会長の隅内と申します。 越谷 RC の皆様には
大変お世話になっております。特に井橋パストガバ
ナー･中島のお兄ちゃん･江原さんにはお世話になり、
今日もお会いできて嬉しく思っております。今日は
クラブ研修の一環としてメーキャップをさせてもら
っています。若い会員の多くが、どうメーキャップ
をしていいか分からないとの事で、実践のために今
年は越谷でやるしかないと根回しをして本日参加し
ました。色々な意味で勉強したいと思います。今日
は一日宜しくお願いします。また本日は例会後に越
谷の新見世で座学をして、夕刻から夜間例会を実施
します。盛大に越谷で夜間例会をやりますので御用
とお急ぎでない方は、会費は頂きますが是非ご参加
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下さい。
◎ 川口東RC幹事
浅島史朗様
本年度幹事の浅島です。私は入会 3 年ですが、会
員の多い越谷 RC の例会を拝見し、大変勉強になっ
ています。今日はどうぞ宜しくお願いします。

◆ 卓話「世にもおもしろい英語」
英語表現研究家 小泉牧夫様
ご紹介：石河秀夫パスト会長／時間がもったい
ないので詳細はレジュメにお任せします。
小泉さんと私は、娘が浦和明の星女子高校に通
っていて、私が会長で二代前の会長が小泉さん
です。以来お付き合いをさせて頂いております。
今日はマネージャーの奥さんが管理職で来て頂
き、私の家内はそのお付きできています。二冊
の本を紹介します。一つは「世にも面白い英語」、
今一つは「アダムのリンゴ」。一冊は英語好きな
人にはたまらない本です。もう一冊は他に類書
のない歴史と逸話を英語の雑学に交えて書かれ
た本です。値引き販売しますのでご興味ある方
はぜひ手に取って下さい。
ア）はじめに
皆様こんにちは。今日はこのような場にご招待
頂きありがとうございます。英語というと「勉
強か！？」と堅苦しく考えてしまわれた方もい
るかもしれませんが、
「英語がこんなに楽しいの
か！？」と思ってもらえるための漫談や落語で
も聞いているつもりで、気軽に聞いて頂ければ
と思います。
イ）英語学習の必要性・私の目標
現在、英語に苦しんでいる人も多くいると聞い
ています。受験生は昔からそうですが、社会人
でも突然上司が外国人になる・社内公用語が英
語になったという会社もあるようで、こういう
会社でもかなり苦労していると聞いています。
結局、英語を公用語にしても、内容の確認作業
等で時間と労力をかなり要してしまい、だった
ら、そんな格好つけないで日本語でやれよと思
うかもしれません。しかしながら、違うのです。
私は外国を随分と沢山旅行してきました。アメ
リカやイギリス･フランス等を歩きまわってき

ました。そうすると、社内公用語というのは言
葉だけの問題だ
けではなく、発想
の問題だと感じ
るようになりま
した。日本語で話
すと、どうしても
日本国内でどう
するかという内
向きの発想になってしまう。ところが、社内公
用語を外国語にすることで外国に目を向けた、
Amazon といった海外の大企業と伍していかな
くてはいけない。その際に外国語を話すことで、
国外を意識した発想の転換が図れるのではない
かと思うのです。また、かつて私の若かったこ
ろなど、偉くなって英語を使える人間を使えば
よいのだから英語の勉強は不要等と言われてい
ましたが、今はそれでは通じません。社長自ら
が英語出来ないと厳しい時代になっています。
さらに、今年中に 2500 万人の外国人来訪者が来
るといわれています。いわゆるインバウンド需
要で、多くの外国人が来日いますが、先日、信
号の度に立ち止まって本を読んでいる外国人が
いたので、困っているのかなと思い「May I help
you?」と声をかけたところ、全然困っていない。
完璧な日本語で「信号機で立ち止まるごとに日
本語のセンテンスを覚えているのだ。」と言われ
てしまい、以来、声かけるのをやめました。こ
のように、日本国内で英語が非常に必要になっ
ている時代、かたや日本人がなかなか英語を覚
えるのに苦しんでいる時代。その時代の中で英
語のエンターテイメント性について話が出来た
らと思っています。私はそういう楽しい英語の
伝道師として活動していきたいと思っています。
英語をマスターする方法の一つに「絶対英語の
勉強をやめない」というのがあるのですが、私
の話を聞いて、「英語の勉強を絶対にやめませ
ん。」なんて言ってもらえると本当に嬉しいです。
前置きが長くなりましたが、中身に入っていた
いと思います。
ウ）では、具体的な英語の表現に入りたいと思い
ます。
１．意味の派生 ～crane＝鶴、クレーン～
ビルの工事現場にクレーンという機械がありま
す。ところが、このクレーンは、もともとは動物
の鶴という意味なんです。
そのいきさつは本に書いてあるのですが、鶴から
派生してクレーンという意味が加わったというこ
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とです。
２．同音異議単語～swallow=燕・飲み込む～～fine~
私の外国人の友人にヤクルトスワローズの大ファ
ンになった人がいて、その彼がなぜヤクルトのフ
ァンになったのかというと、「球団名が素晴らし
い。」「ヤクルトを飲み干すなんて素晴らしいじゃ
ないか。
」と。日本語では咀嚼せずに飲み込むこと
を、嚥下といいますが、ここにも燕の字が使われ
ていて、燕から飲み込むという意味に広がったの
かと思い、調べてみました。ところが、同じ単語
で二つの意味があって、これは偶然スペルが同じ
で、オリジン、成り立ちは全く違うと。
これで有名なのは、Fine です。
Fine も同じスペルだけど、
「①素晴らしい」
「②
罰金」二つの全く成り立ちの違う意味があります。
日本人あるあるで、図書館に本を返さないで、期
限過ぎに返却に行くと「ファイン」
「ファイン」と
言われて褒められていると思ったら罰金を要求さ
れていたということがあります。
アメリカでは自学自習して講義に臨んでディスカ
ッションをするという授業形態で、予習の本を借
りっぱなしにされると非常に迷惑するから罰金を
課したということです。
この swallow の話を本に書いたら手紙が沢山来
ました。スワローズは燕じゃないんだと。ヤクル
トの前身、国鉄が、野球のうまい人を集めてチー
ムを作るときに特急スワロー号が一番速かったか
らこの名前がついたということです。
だから飲み込むとは全く関係なかったけれど外国
人が聞くと全く違う面が見えてくると感動しまし
た。
３．同一内容の別表現
I’m a little bit hoarse.
オバマはアメリカの前大統領ですが、そのオバ
マ再選の選挙のとき、大統領選は火曜日に投票な
のですが、最終火曜日の前の週末、オバマは七か
所をジェットで回ってインタビューを受け、その
冒頭で I’m a little bit hoarse.(I’m a little horse)
と言ったのです。
これを聞いて、私の息子が「（オバマは）私は馬
だと言っている。」と言ったのですが、実は、オ
バマは「私は喉が渇いた。
」と言っていたのです。
私は、このとき、息子を「お前すごいな。」
「よく
聞いているな。
」と褒めました。
「ホース」という
発音が全く一緒で、喉が枯れているという意味は、
余程勉強していないと知らないんです。
これを一度聴いたら忘れない同じ意味の表現を
紹介すると I have a frog in my throat.

これ忘れませんよね。私の喉には蛙がいると。
I have butterflies in my stomach.
これは似たような表現ですが、これは胃の中を
蝶々が羽ばたいている・大勢の人の前で話したり、
歌を歌ったっり、入学試験のときのバクバクする
心臓をこのようにアメリカ人は表現しているの
です。
４．大統領選の日程
さきほど大統領選が火曜日に行われるという話
をしましたが、これはなぜか。
池上彰さんの番組で説明があるかもしれません
が、これは、日曜日はキリスト教の安息日・土曜
日はユダヤ教の安息日。そうすると月曜日の朝、
人によっては馬車、人によっては歩きで一泊をし
て投票をして、また一泊して帰ってくる。これが
かつてのアメリカの大統領選の姿で、そういう歴
史を踏襲していると。
投票日は、１１月の第一月曜日の翌日の火曜日な
のですが、この時期に設定されているのは、農作
業が一段落している・雪が降る前だからというこ
とで選挙をやるということだそうです。
５．与党／野党の英語表現
それから来週１１月６日はアメリカ大統領の中
間選挙ですが、これはなぜ中間選挙なのかという
と、四年に一度大統領選がありますが、その真ん
中で上下院の議員選挙をするのです。
英語では議会与党のことを Ruling Party といい
ます。野党は、Opposition Party といいます。
これは日本の与党野党とは意味合いが違います。
今週、アメリカの中間選挙のニュースが流れると
思いますので、そこで日本とアメリカで何がどう
違うのかよく注意してもらいたいと思います。
６．人生を変えた英語表現～Red-handed～
五十年前にこの表現に出会って私の人生が変
わったといっても過言ではありません。
Red-handed どういう意味だと思います。
「現行犯」という意味です。犯人の手に赤い血が
残っているというビビッドで鮮やかな表現です。
では、血が伴わない薬物犯や窃盗犯・贈収賄等で
はどうなのかと興味を持って調べてみました。
The police arrested the burglar red-handed.
Burglar＝泥棒です。血が出なくても現行犯とい
う意味で使うんですね。
エ）書籍「世にも面白い英語」
～人生にまつわる英語表現～
①本の紹介
「世にも面白い英語」は、私が心の琴線に触れた
表現を集めてカードにしていて、それが溜まって
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書いた本になります。
そこで、だったらいいよということでイギリスの大
そこで、全体を人生にまつわる英語・仕事・恐怖・
司教の上に王様が君臨するイギリス国教会を作っ
人体・動植物・数字・人名地名といくつかの章を
てしまったという話もあります。こうやって自分の
分けて６００くらいの表現を記述したのですが、
気まぐれから国の歴史を変えたなんて話もありま
今日はそのうちの人生にまつわる英語からいく
す。詳しくは本を読んでください。
つか紹介したいと思います。
Disneyland daddy Zoo daddy
②結婚にまつわる表現
例えば離婚しました。奥さんが親権を持っていった。
Marry 「結婚する」という意味の単語ですが、こ
この場合、月に一回とか父親は子供に会える。その
れを口語の別表現で tie the knot と言います。
とき子供が一番喜ぶことをする。それがディズニー
これが結婚するという意味になりました。
ランドや動物園。だから楽しそうな表現だけど、実
これはその昔、新郎新婦をお互いリボンで結ぶと
は悲惨な状況を表した表現だったりするわけです
いう風習があったことから生まれた表現です。
カ）ラバーに関する表現
ノットといえば、ネクタイの三角の部分、それか
Rubberneck ラバーはゴム。ネックは首。これは
ら船の速度もノットといいます。
何か。団体旅行客を表します。
これはなぜノットというかというと、船にロープ
Rubberneck bus これは団体旅行客が乗るバスです。
をつないでいた縄に一定間隔で結び目を作って
これは何を指すかというと、ガイドさんが指す方を
おいて、その結び目がどれだけ流れたかによって
皆が見て、その首の様子がゴムみたいだということ
速さを図ったことに由来しています。
で生まれた表現です。
shotgun wedding shotgun marriage
キ）指にまつわる表現
これはいかにもアメリカらしい表現で、娘に妊娠
最後に指にまつわる表現を紹介します。
を告げられた父親が銃を持って相手のところに
Green thumb「緑の親指」これは何かというと植
行って教会に連れていき、新郎が逃げないように
物を育てるのが得意な人・園芸が大好きな人を指す
式を挙げさせたという表現です。
表現です。I’m all thumbs「私はすべて親指だ」こ
映画の卒業というのがありましたが、あれがギリ
れは想像してもらいたいのですが、これは他の指全
ギリのタイミングです。
部短くて太い親指では何も出来ませんよね。これは
日本では役所に届け出た時なのですが、向こうで
不器用だという意味です。
は神父を通じて神との契約をしたときが宗教上の
Five-finger discount 英語では、親指以外の四本指
結婚なのです。あの映画では、宣誓をする直前だ
と考えます。
ったから、あのタイミングで花嫁を連れ去るしかな
この表現は何かというと万引きのことで、五本指で
いんです。カトリックでは教義上離婚が認められて
ディスカウントするという表現です。
いないので、神に誓った後では、奪っても離婚が出
He has sticky fingers「彼はくっつきやすい指を持
来ないのです。アーリントン墓地に行った際、ケネ
っている」というのは商品がくっつきやすい指を持
ディ大統領のお墓の隣にジャクリーン夫人（ケネデ
っているということで、手癖が悪いことを表します。
ィの妻であったが死後に再婚）の墓もありましたが、
この表現は分野が変わると凄いよい意味になりま
死別の場合は再婚していいそうです。
す。それはアメリカンフットボールの世界です。こ
オ）書籍「アダムのリンゴ」の紹介
の世界ではファンブルしない凄い名選手という意
①本の紹介
味になります。
「アダムのリンゴ」という本にも書いたのですが、 ク）最後に
アダムとイブは禁断のリンゴを食べてはいけない
明日、ＮＨＫ文化センターで「英語はこんなに面白
よと言われていたのに、アダムはリンゴを食べてノ
い」という講演をする予定です。
ドにつっかえたという話があります。以来、男性の
英語の面白さを伝えたい・英語をやめたいと思って
喉仏を Adam’s apple というようになりました。こ
いる人に勇気を与えたいと思って、本を書いたり、
れは歴史から生まれた世にも面白い英語なんです。
人前で話をしています。
②離婚にまつわる話
規模の大小・対象の老若男女問わず、どうすれば三
離婚について、ヘンリー８世というイングランド
日坊主にならず英語を続けられるかという話をし
の１６世紀の王様がいましたが、この王様、当時の
ていく機会をもらえたらどこへでも参ります。厚か
妃と離婚したかったのだけれど、ローマ法王に認め
ましくもレジュメの最後にメールアドレスを記載
てもらえなかった。
させていただきました。御連絡お待ちしています。
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ご清聴ありがとうございました。
◆ ビジター･ゲスト紹介
英語表現研究家 小泉牧夫様･いくこ令夫人
石河由美子令夫人、川口東 RC 会長 隅内道三様、
幹事 浅島史朗様、会員 大田 亘様･小林忠夫様･
細谷定之様･水品廣記様･峯岸秀成様･村石政彦様･
山本 孝様･横田勝巳様･吉田英司様、
元越谷 RC 会員 原 小津枝様、
米山奨学生 朱 怡睿さん、交換留学生 ロマン君
◆ スマイル報告(敬称略)
＊本日は勉強のため 11 名の会員で貴クラブ例会に
出席させて頂きました。宜しくお願いします。/川口
東 RC 会長 隅内道三様
＊本日はメークアップさせて頂きます。宜しくお願
い致します。/川口東 RC 幹事 浅島史朗様
＊本日はおじゃま致します。宜しくお願い致します。
/川口東 RC 大田 亘様
＊本日は宜しくお願い致します。/川口東 RC 小林忠
夫様
＊初参加です。本日は宜しくお願い致します。/川口
東 RC 細谷定之様
＊越谷 RC の皆様 本日は宜しくお願いします。勉強
させて頂きます。/川口東 RC 水品廣記様
＊越谷 RC の皆様 本日は宜しくお願いします。/川口
東 RC 峯岸秀成様
＊本日はメークアップでおじゃましました。宜しく
お願い致します。/川口東 RC 村石政彦様
＊本日は宜しくお願い致します。/川口東 RC 山本
孝様
＊越谷 RC の皆様 宜しくお願い致します。/川口東
RC 横田勝巳様
＊本日はお世話になります。宜しくお願いします。/
川口東 RC 吉田英司様
＊こんにちは。久しぶりにおじゃまさせて頂きあり
がとうございます。皆様にお会いできて嬉しいです。
またお世話になる事もあるかと思います。宜しくお
願い致します。/元越谷 RC 会員 原小津枝様
＊①小泉牧夫先生 お忙しい中卓話ありがとうござ
います。益々のご活躍をお祈り申し上げます。②川
口東 RC 隅内会長始め大勢の皆様ようこそ越谷 RC
へ。ゆっくりお楽しみ下さい。お土産ありがとうご
ざいました。③原さんお帰りなさい。お元気そうで
何よりです。お土産ありがとうございました。④市
民まつりの力持ち大会 お疲れ様でした。特に小暮委
員長始め社会奉仕委員会の皆様ありがとうございま
した。/平田徳久会長
＊①小泉牧夫様本日はありがとうございます。②隅
内会長始め川口東 RC の皆様 本日は大勢の皆様での

来訪ありがとうございます。③原さんお久しぶりで
す。越谷に戻ってきた際はいつでも越谷 RC へ寄っ
て下さい。③瀧田委員長始め親睦活動委員会の皆様
親睦ゴルフコンペの運営ありがとうございました。
ご夫妻で優勝されました野見山さんおめでとうござ
いました。④小暮委員長始め社会奉仕委員会の皆様
市民まつりでは早い時間からの準備そして懇親会ま
でお疲れ様でした。/若海宗承幹事
＊川口東 RC の皆さんようこそ越谷 RC に訪問下さ
いました。心より歓迎致します。/坂巻幸次
＊川口東 RC 隅内会長･浅島幹事と多くのロータリア
ンの皆様ようこそ越谷 RC へ。/井橋武治
＊①小泉牧夫先生素晴らしい卓話ありがとうござい
ます。②川口東 RC 隅内会長･浅島幹事始め多くの皆
様ようこそ越谷 RC へ。③原 小津枝さんようこそ越
谷 RC へ。/井橋吉一
＊親睦ゴルフコンペでは夫婦でお世話になりました。
/鈴木幹夫
＊①川口東 RC から多勢の皆様ようこそ越谷 RC へ。
兄弟分の隅内会長また山本さんいつも越谷 RC をお
引き立てありがとうございます。②第 44 回越谷市民
まつり 小暮社会奉仕委員長始め関係者の皆様ご苦
労様でした。/中島美三郎
＊①原さんお久しぶり！地震の影響はなかったです
か？元気な笑顔懐かしいです。ゆっくりお過ごし下
さい。②瀧田親睦委員長の気遣いのお蔭でブービー
メーカーとなれました。これでやる気を失わずに済
みそうです。鈴木幹夫ご夫妻･吉澤行雄会員ご迷惑お
かけしました。/新井 進
＊①小泉牧夫先生 卓話ありがとうございます。また
先日の市民まつりで皆様に大変お世話になりました。
②原さん越谷にようこそいらっしゃいました。函館
で空気が良いのか顔色が凄く良くなっていますね。
食べ物も美味しいのでしょう。/山田二三夫
＊①小泉牧夫さん卓話ありがとうございます。②川
口東 RC の皆様ようこそ。若手の方々 越谷 RC はい
かがでしたか？③原さんお久しぶりです。お元気そ
うで安心しました。/石河秀夫
＊①川口東 RC 隅内会長･浅島幹事始め多くの皆様
本日はありがとうございます。②原さんお久しぶり
です。また来て下さい。お待ちしています。③越谷
市民まつり大成功おめでとうございます。小暮委員
長始め関係スタッフの方々お疲れ様でした。/須賀定
吉
＊①川口東 RC 隅内会長始め多勢でご来訪頂きあり
がとうございます。今後も宜しくお願い致します。
②原さんお久しぶりです。変わらずお元気で何より
です。③平田会長始め会員の皆様ポリオ撲滅カウン
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トダウンチャリティーコンサートご協力宜しくお願
い致します。100 万円の寄付を予定しています。/江
原武男
＊①小泉牧夫様 本日は卓話ありがとうございます。
苦手な英語の見方が変わるキッカケかな？②隅内会
長始め川口東 RC の皆様ようこそ越谷 RC へ。山本
さん国際奉仕委員会ではお世話になりました。③原
さんお帰りなさい。北海道の生活はいかがですか？/
坂巻邦夫
＊①小泉牧夫先生 本日は楽しいお話ありがとうご
ざいます。②隅内会長始め川口東 RC のご一行様よ
うこそ越谷 RC へ。今後も宜しくお願い致します。/
森 仁三
＊原さん素晴らしいタクトさばきでした。毎月お待
ちしております。/川口一海
＊①川口東 RC 隅内会長始め多勢の皆さん今日はよ
うこそ越谷 RC お越し下さいました。②原さんお久
しぶりです。お元気そうで何よりです。地震の被害
が無くて良かったね！/中里静博
＊小泉先生「世にもおもしろい英語」の卓話楽しく
勉強させて頂きました。参考になりました。/浅見冨
司雄
＊小津枝姐さんお帰りなさい。体調を崩されたみた
いですが復活されたそうで！お元気になられて何よ
りです。/豊田高行
＊隅内会長始め川口東 RC の皆様ようこそ越谷 RC
へ。本日の例会楽しんで頂けましたか？/増元 晃
＊遅刻して早退させて頂きます。/飯塚忠幸
＊①川口東 RC 村石様ようこそ越谷 RC へ。出向し
ていた時はお世話になりました。②親睦ゴルフコン
ペが晴天のもと開催されました。ご参加頂きました
皆様ありがとうございました。/瀧田貴夫
＊第 44 回越谷市民まつり「力持ち大会」
「パレード」
に多くの会員の皆様のご協力のもと盛況のうちに開
催できました。ありがとうございました。/小暮直正
＊①小泉牧夫様 卓話ありがとうございます。勉強に
なりました。②川口東 RC の皆さんようこそ越谷 RC
へ。③原さん久しぶりにお顔が見られて何よりです。
/江藤真吾
＊すみません。早退致します。決して英語が苦手だ
からではありません。/澤幡智史
＊①小泉牧夫先生 楽しい卓話ありがとうございま
す。②越谷市民まつりでは文教大学 RAC の水餃子を
お買い上げ頂き皆様ありがとうございました。/井橋
英蔵
本日 63 件 68,000 円

◆ 出席報告
本日出席率 65.93 ％
会員数 98 名
出席者数
51 名 出席免除者数 19 名

卓話者

卓話者紹介

小泉牧夫 様

石河秀夫パスト会長

累計 808,500 円
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