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例会開始前の握手会 

国歌斉唱 

ロータリーソング斉唱    （奉仕の理想） 

 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和   

伊丹昌幸 会員 

 

例会プログラム 

司会 加藤文男会員  

点鐘 

国歌斉唱 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和 伊丹昌幸会員 

お客様紹介 大澤二三夫会長 

会員誕生月祝い 松本安永会員  

奥様誕生月祝い 田邊 聖会員 石井英男会員 

会長挨拶 大澤二三夫会長 

幹事報告 小林玲子幹事 

卓話 鴻巣郷土史会役員 栗原俊也様 

委員会報告 

親睦・家族委員会 加藤 勉委員長 

会員増強・維持委員会 馬場知行委員長 

出席報告 松本安永委員長 

スマイル報告 井上脩士副 SAA 

点鐘 

 

わ 

 

RI第 2770地区     第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 
  

 会員一人ひとりが輝き 

      その火をクラブへ 
 

第 1065回例会 2014年 8月 6日 

日 
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会長挨拶           大澤二三夫 会長 

地区の部門セミナーも残

すところ 2 部門のセミナー

になりました。今日は、少し

セミナーの内容を、フィー

ドバックしたいと思います。

先日出席したロータリー財

団セミナーで、ポリオ根絶と日本の貢献、急速

に変化する世界の中で、質問があり、その中の

質問を皆さんにもしてみたいと思います。 

設問 1. 世界の識字率は？  

1. 40％ 2. 60％ 3. 80％  

正解は 3の 80％です。  

設問 2. 世界の平均寿命は？ 

1. 50歳 2. 60歳 3. 70歳  

正解は 3の 70歳です。  

設問 3. 世界の 1歳児のはしかワクチン接種率

は？ 

1. 20％ 2. 50％ 3. 80％  

正解は 3.の 80％です。 

本日は、鴻巣の地名の歴史について、栗原

さんにお願いしています。膨大の資料を用意し

て頂きましたので、私の挨拶は短くし、卓話の

時間を多くしてもらいたいと思います。 

幹事報告          小林 玲子 幹事 

① 2014年 8月のロータリ

ーレートは、1 ドル＝ 

102円 

② 7月 21日（月）会員増

強委員会を和風レスト

ランときでPM6:30から

開催しました。出席者 馬場委員長、長谷

川委員長、井上委員長、松本地区委員長、

柿沼委員長、大澤会長、小林幹事 7名 

③ 7月 22日（火）AM11:00～市長表敬訪問に

大澤会長、小林幹事で行ってきました。 

④ 7 月 27 日（日） 地区ロータリー財団セミナ

ーに、大澤会長、蓮江会長エレクト、小林

幹事、山口ロータリー財団部門長 4名出席

して来ました。 

⑤ 8 月 2 日 地区奉仕プロジェクト部門セミナ

ー開催、大澤会長、井上職業奉仕委員長、

成田社会奉仕委員長、寺西国際奉仕委員

長、細野潤一職業奉仕副委員長 5 名が出

席してきました。 

津田パストガバナーが 40 分の基調講演を

致しました。 

⑥ 8月 3日（日） 地区米山奨学部門セミナー

開催 大澤会長が出席してきました。 

⑦ 8月 9日（土） 地区管理運営部門セミナー

開催 大澤会長、松本プログラム・出席委

員長が出席します。 

⑧ 8月 11日(月) 第 5グループ第 4回会長・

幹事会 18 時～ 和風レストラン とき 行

ないます。 

⑨ 8 月 23 日（土） 地区広報部門セミナー開

催 大澤会長、石井直前会長が出席しま

す。 

⑩ 地区大会記念ゴルフ大会の案内 2014 年 

10 月 6 日(月) 雨天決行 プレステージカ

ントリークラブ 登録申し込みは 8 月 1 日

（金） 

⑪ RLIパートⅠの案内が届いています 

日時：2014年 9月 13日（土）10：00～18：00 

埼玉会館。締切は 8月 18日まで。 

⑫ 親睦・家族委員会より 親睦旅行は今日の

締切日で 17名の参加です。 

⑬ 会員増強委員会より、木下純一さんの新規

入会申し込みがありました。 

⑭ 職業奉仕委員会より、職場訪問は、9 月 10

日（水） グリコピア・イースト工場見学です。 

⑮ RI3800 地区 フィリピン国際奉仕 PJ 視察・

体験ツアー申し込み 申し込み 8月 9日ま

で 9月 13日～9月 16日。寺西国際奉仕

委員長が参加します。クラブより 1万円の餞

別を支出で承認。 

⑯ 青少年育成のためのボーイスカウト運動へ

の支援依頼は 1万円支出で承認しました。 

⑰ 8 月 20 日（水）は、ガバナー公式訪問のリ
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ハーサルです。当日、年度計画書は見な

いでお願い致します。 

⑱ 次回木曜ゴルフは 9月 18日（木）吉見ゴル

フクラブです。 

会員誕生月祝い 

松本安永 会員 

 

本日は誕生祝いありがとうございます。8月誕

生の会員は私独りぼっちになってしましました。 

自分の誕生日、8月 31日を今までずっと、一

つの節目の日としてきています。勤めを辞め今

の場所で新規に店を始めたのが29歳の誕生日

の一週間前、現在の建物の落成は 41 歳の誕

生日。何より会社の決算は自分の誕生日で、一

年間の仕事の成果をまとめる日です。毎年自分

の誕生日に一年を振り返り、また次の一年の目

標を立てる節目の日としています。 

奥様誕生月祝い 

田邊 聖 会員 

 

本日は女房の誕生祝いをいただきありがとう

ございました。18日で 48歳になります。大変気

の強い性格ですが、草花が好きで季節の花を

植えて楽しんでいます。浦和レッズの大ファン

でホームゲームには必ず観戦に出かけていき

ます。まだ皆様とのお付き合いができていませ

んが、できるようになった時にはよろしくお願い

いたします。 

石井英男 会員 

 

皆さん、こんにちは。 

夫人誕生月祝いに私の家内にもプレゼント

頂き、有難うございます。朝から、本人も水曜ロ

ータリークラブから何をプレゼントして頂けるの

かな～？ と、楽しみにしていました。 

会長年度では、会員皆さまの祝月に何を用

意するか家内に手伝ってもらっていました。早

いもので、今では頂ける楽しみがあります。 

すいの会でも大変楽しく活動させていただい

ております世界遺産になりました富岡製糸場の

歌「ああ、富岡製糸」は、私の母親が作詞です。 

CD になりましたので、聞いて頂ければ幸いで

す。 

ロータリー財団寄付 

ベネファクター 大澤二三夫 会長 
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卓話   「鴻巣市の旧地名の保存・継承」 

鴻巣郷土史会役員 栗原俊也 様 

 

[研究のきっかけ] 

 私の生まれた現「鴻巣市東」は、江戸時代か

ら昭和 40 年までは「兎山」という地名でした。町

内会も「兎山町内会」という名称で、くしくも私が

生まれた昭和 37年に「東町町内会」に改称され

ています。徳川家康公方が「鷹狩り」に鴻巣まで

やってきて「兎」を捕獲したので「兎山」という地

名であったと、市内宮地の旧家「深井家文書」

に書かれています。この由緒ある地名「兎山」を

復元したいという思いで、研究を始めました。幼

稚な研究も含めると、小学 4年が始まりで、本格

的には大学 1年から始めました。 

[実際に研究を進めると] 

 「兎山」などの「字」の名称が実生活にあまりな

じみがないことから、膨大なお金をかけて「町名

の変更」で復元することが困難ということが分か

りました。地域の人々の賛同が得られないので

す。「『字名』といわれてもピンとこないなあ、お

金もかかるし、町名を変えるのは無理だと思う

よ」という反応です。 

そこで、色々と法解釈などを含めて研究した

ところ、町名は変更せずに、「人の住んでいな

い公有地などを既存の街区から分離し、『住居

表示街区符号』に直接『復元したい地名』を名

づけてしまう」という方法を考えました。私はこの

方法に「非居住地分離・地名街区方式」と名付

け、地域の人々に話をすると「その方法ならば

賛同できる」との反応が返ってきました。 

しかし、具体的に話を進めようとすると、なか

なか進みません。そこで、ピンとこない「字名」で

はなく、住所としては使用できないものの、現在

でも実生活（町内会の名称・祭りの神輿など）で

使用されている「旧町名」の復元を実現し、回り

道ながら「実績をつくったうえで、字名の復元を

行おう」と考えました。たまたま、駅前の再開発

で「エルミパーク」ができるので、そこの公園の

中だけを「本一町・u栫 vと「宮本町」に復元する

話を提案したところ、2008年に再開発組合の賛

同が得られ、市長決済により復元が実現しまし

た。その後、2012 年に鴻巣東小学校の校庭に

も「富永町」と「石橋町」を復元できました。 

[今後の展開について・旧町名] 

 旧町名については、あと 5 つで復元が完成す

るのですが、「非居住地分離・地名街区方式」

に適する、公園などの公有地がなく、打ち止め

状態になっています。旧町名は「失われた町

名」ではなく、住所として使用できないだけで、

町内会の名称としては生きており、コミュニティ

ーが根付いています。あせらずに、住所としても

使用できるような「本格的に復活させる方法」を

研究していきたいと思います。 

実は研究はほぼ完成しているのですが、法

解釈のハードルを越えるところで足踏みをして

います。悩んでいるとアイデアは突然浮いてくる

ので楽観はしていますが、完成の暁には発表し

たいと考えております。 

[今後の展開について・旧字名] 

 もともと私が行いたかったのが「字名」の復元

です。誰にも知られることなく「昭和 40年にひっ

そりと消えていった字名に光を当てる」のが目

的です。 

昨年、２つ字（鞠子・新屋敷）の復元を、鴻巣

市観光協会の後援書も添付して提案したので

すが、「鴻巣市住居表示実施基準要綱」に、

「町名に『字名の使用を禁止する条項』があり、

その条項を街区符号にも拡大解釈する」という

行政の判断から、反対というわけではなく時間

がほしいとのことで実施がみおくられました。 

字名については「条項の拡大解釈が不適切
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であるとの論理構成を研究済であり、非の打ち

どころのない形で完成している」ので、再び要

望書を提出したいと考えています。近い将来に

おいて実現を報告できると思います。 

[旧町名・旧字名を活かした街づくり] 

 鴻巣市観光協会では、昨年に観光振興を目

的として、旧町名の由来を書いた表示板を 200

枚、旧字名などの地名変遷を記載した「街区表

示板」を中山道沿道の電柱に 70枚、貼付しまし

た。「有形物」である江戸時代の建物は中山道

沿道には残念ながらないのですが、「中山道鴻

巣宿」という観光資源を、「無形物」である「地

名」の復元で、盛りたてていきたいと考えており

ます。 

委員会報告  

親睦・家族委員会       加藤 勉 委員長 

バーベキュー例会を井上

会員宅で開催させて頂きまし

た。24 名の大勢の方々の参

加を頂きましてありがとうござ

いました。 

大澤年度の親睦旅行、本

日締め切りました。会員 14 名、奥様 4 名の 18

名の参加を頂きました。F1 チケットを準備しま

す。 

木曜会ゴルフコンペ 8月は休みます。9月 18

日（木）吉見ゴルフで開催します。案内は9月第

一例会でご案内します。 

会員増強・維持委員会   馬場知行 委員長 

去る 7月 21日に委員会を

開催しました。早速 8 月の理

事会に新入会員の推薦がで

きるように、また 4～5 名の候

補者を指名するなど活発な

活動をしております。 

出席報告         松本安永 委員長 

 
 

 本日 修正 

 8月 6日 7月 30日 7月 16日 

 1065回 1064回 1063回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 32 32 32 

出 席 数 22 32 22 

欠 席 数 10 0 10 

例会出席率 68.75% 100% 68.75% 

Ｍ Ｕ 数 4 0 7 

合計出席数 26 32 29 

出 席 率 81.25% 100% 90.63% 

スマイル報告        井上脩士 副 SAA 

 
 

個人スマイル 

馬場知行会員…8月７日午後6時より、宝持寺にてみだ薬

師縁日があります。太鼓や琴の演奏もあります。 

スマイル 1  栗原俊也様、卓話よろしくお願いします。 

津田健三会員・小林忠司会員・加藤 勉会員・寺澤銀

三会員・井田喜代志会員・馬場知行会員・山口光男会

員・間室照雄会員・松本安永会員・蓮江郁夫会員・加

藤文男会員・井上脩士会員・大澤二三夫会員・石井英

男会員・仁見惠美子会員・柿沼洋一会員・小林玲子会

員・田邊 聖会員・松村豪一会員・寺西修身会員・成田

志津子会員・伊丹昌幸会員 

 

前回までの合計 81,457 円
本 日 の 合 計 23,000 円
次回繰越金合計 104,457 円  
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第 1064回移動例会 納涼バーべキュー 

8月 30日 PM 6：00開会 

井上脩士会員宅 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

 自然現象とはいえ広島での豪雨被害は目を

覆う甚大なものです。奄美大島生まれ・鹿児島

育ちの私は毎年のように台風襲来を経験してい

ます。自然の脅威を日々考えて生きていないと

いつ何時、自分の周囲に起こるかも！。（ＳＩ） 

 

 

 

ふるさとの杜 

リョウブ 

 リョウブはリョウブ科の落葉小高木である。若

葉は山菜とされ、庭木としても植えられる。高さ

は 3-7ｍになる。樹皮は表面が縦長な形に剥げ

落ちて、その後茶褐色で滑らかになる。葉は長

さ 10cm、幅 3cm ほどで倒卵形に近い楕円形、

縁には細かい鋸歯がある。花は夏に咲き、花弁

は白く 5裂する。果実はさく果で 3つに割れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 13日 

（水） 
法定休会 

8月 20日 

（水） 

第 1066回通常例会 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問リハーサル 

8月 27日 

（水） 

第 1067回通常例会 

ガバナー公式訪問 

9月 3日

（水） 

第 1068回通常例会 

会員誕生月祝い 

令夫人誕生月祝い 

結婚月祝い 

9月 10日

（水） 

第 1069回移動例会 

職場訪問 

グリコピア・イースト工場見学 

9月 17日 

（水） 

第 1070回通常例会 

外来卓話 

9月 24日 

（水） 

第 1071回通常例会 

外来卓話 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士     副委員長  寺西修身 

委 員 石川和枝 伊丹昌幸 田邊 聖 山口光男 


