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会長挨拶 寺西修身 会長 

皆様今日は、2月に入りイン

フルエンザが流行しています。

各自健康に気を付けて下さ

い。 

さて、先月末は 1月 28日に

昼から法要寺にて不動尊護

摩供養に鴻巣水曜 RC 代表として参列御祈祷

頂きました。また、1月 30日は夜 7頃より鴻巣北

本青年会議所の新年会に参加致しました。この

会で来年度の加入有力会員 1 名の紹介頂きま

した。（本多 邦光氏） 

話題は変わりますが、本日の 2 月 13 日は名

字の日です。家系の名前を法律的には氏（民

法 750条、790条）一般的には姓と言います。歴

史的に一般に姓名を名乗り登録義務が生じた

のは明治 8年 2月 13日の（平民苗字泌称義務

令）が出てからです。その前には改名禁止、複

数の苗字を使うのもダメと規定。 

氏：古代の天皇家を中心とした氏族の血縁集

団の管理名  （例）中臣氏～神事、祭祀担当 

物部氏～軍事、刑罰担当 

姓：元々は古代も天皇家が氏族（貴族）に与

えた（身分の称号）最初は 8種類  （例）朝臣、

宿禰 

平安時代以降は朝廷の重要な役職を（源平

藤橘）の 4 族が占める様になり、特に藤原氏が

勢力を増して、藤原氏の縁戚の名前が増大し

ていった。平安末期は自分の支配する土地の

地名を苗字として名乗った。 

姓は天皇から授かるもので勝手に変更不可。

苗字は各自自由に決められるので広がった。 

江戸時代は商人、農民には武士と違い姓名

が無く、八や熊、商人は（～屋）と屋号で名乗る

ことが一般になった。 

武士の代表氏名～織田信長の場合は 正式

には平朝臣織田三郎信長＋官命でした。 

平～氏名～平家を祖先に持つ朝臣～姓～

身分、地位、最高の貴族扱い 

織田～名字、自分の家の名前 

三郎～個人の通称名 

信長～個人の本名 

日本は 10 万以上の苗字は有り、大変多いで

すが、ドイツは職業毎の名前が定着して実に 80

万以上有ると言われています。 

（例）ミュラー（製粉業）、シュミット（鍛冶屋）、

シュナイダー（仕立て屋） 

明治以降の名前には 5 種類に分類されま

す。 

1地名～渡辺、佐々木 

2,地形、風量～山口、中島 

3.方位、位置～北、東、西村 

4.職業～服部、鍛治 

5.藤原氏由来～佐藤。伊藤。遠藤等 

この様に皆様の名前も歴史があり、実に興味

深いので、各自のルーツを研究下さい。 

幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) 2/11 鴻巣ふれあいウォ

ーキング総務部会開催 

(2) 2/13 会長幹事会 19時

〜北本ＲＣ主管 

(3) 2/16 地区 R財団補助金

管理セミナー越谷コミセン 

(4) ロータリー財団 2020〜21奨学生募集 締め

切り 5/10 
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外来卓話 

地区国際奉仕委員 

鴻巣ロータリークラブ 宮沢英修 様 

ベトナム・ダナンの奉仕 PJ 

鴻巣ロータリークラブ ダナン枯葉剤障害者

児童支援センター 

1960 代後半アメリカ軍に

よって使用された化学兵器

である「枯葉剤」による子

供たちへの影響は今も拡大

しております。特に両親は

被災した子供への後遺障害，

遺伝子障害など子孫への影響は予測不可能

性なほどです。 

現在、センターで集合養育している枯葉剤

の被災子供は平均 50 人から 60 人までです。

皆は影響されていた第 3世代、第 4世代です。

ベトナムの労働・傷病兵・社会問題省の規定

により、第 3世代については枯葉剤被災者扶

助制度の対象外となっています。また、両親、

祖父母ともに戦争に不参加であるが枯葉剤

の影響を受けた地域で暮らしました。ある困

難なケースを持つ家族は 3 子、4 子、5 子ま

で枯葉剤の被災者がいます。センターで子供

たちは技能学習を学んでいます。 

支援内容  日本円￥150.000-程度 

子供たち全員にお菓子等の詰め合わせ 

￥500-～￥800-程度 

雨季のための雨よけテント 

支援方法  直接手渡し 

住所：15 Nguyễn Văn Huề, Thanh Khê Tây, 

Thanh Khê, Đà Nẵng 

都心から車で 25分ぐらい 

連絡した係員： 104（ナンさん・施設長） 

（ツさん・副施設長） 

 

世界には、本当に困っている人たち、子供た

ちがたくさんいます。テレビ、雑誌等で目に

しても、なかなか実感が湧きませんが、実際

に現地に行きそれを目にした時には 

だれでも衝撃を受けると思います。我々に

すれば小さな金額の奉仕かも知れませんが 

奉仕先の感謝は、とめどなく大きなもので

す。特にロータリークラブの無いベトナムの

人から見れば、不思議にすら思うかも知れま

せん。 

 

ぜひ一度、国際奉仕活動をやってみて下さ

い。奉仕先の感謝以上に、こちらが大きな感

動をもらいます。 

世界はあなたを待っています。 
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委員会報告 

ＩＭ実行委員会 

 井上脩士 委員長 

2月 20日（水）は、ＩＭ実行委

員会例会です。２７日当日の会

員の役割を話し合います。皆さ

んの協力をお願いします。本日、

会員のポストにウォーキング協

賛金の昨年度実績などを入れ

ておきました。昨年同様協力をお願いします。

また、3月には米山、Ｒ財団の卓話を致しますが、

皆様の自主的な寄付を心よりお願い致します。 

花チャリティ 浅見卓也 会員 

ベゴニアは寒さに弱く、温か

いところを好みますので冬の

間はできるだけ部屋の中で管

理してください。 

日中の温度が高くなりすぎ

る場所では、夜間との温度差

が大きくなる場合がありますので注意が必要で

す。 

管理は比較的難しいですがチャレンジしてみ

てください。 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

 

 

 

 本日 修正 

 2月 13日 2月 6日 １月 23日 

 1276回 1275回 1274回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 32 32 34 

出 席 数 23 21  

欠 席 数 9 11  

例会出席率 71.88％ 65.63％ 100.00％ 

Ｍ Ｕ 数 1 1  

合計出席数 23 22  

出 席 率 75.00％ 68.75％ 100.00％ 

赤文字は修正 
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スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 

 

前回までの合計 424,392 円
本 日 の 合 計 25,000 円
次回繰越金合計 449,392 円  

 

  

 

個人スマイル 

 宮城 仁会員 異業種 1月のグラフ作成されました。2月に

向かって、行動してください。小さなことでも異

業種会員で頑張りましょう。 

会員スマイル 

 国際奉仕委員 宮澤秀修卓話よろしくお願いいたします 

宮城仁会員・小畑正勝会員・加藤勉会員・馬場知行会

員・山口光男会員・間室照雄会員・松本安永会員・加藤

文男海員・井上脩士会員・大澤二三夫会員・石井英男

会員・柿沼洋一会員・坂口正城会員・宮坂良介・田邊聖

会員・寺西修身会員・成田志津子会員・・木下純一会

員・宮内たけし会員・松村豪一会員・朝見卓也会員・星

野光生会員・大石正行会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 20日

（水） 

第 1277回通常例会 

クラブフォーラム 

IM準備：第 6回 IM実行委員会 

2月 24日

（日） 

実行委員会 

IM リハーサル 
18：00～ クレアこうのす小ホール 

2月 27日

（水） 

第 1278回移動例会 

第 5G IM 

クレアこうのす小ホール(式典) 

〃  ３F大会議室(懇親会) 

10：00 会員集合 

3月 6日

（水） 

第 1279回通常例会 

結婚誕生祝い 
クラブフォーラム IM総括 

クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

花チャリティ 

3月 13日

（水） 

第 1280回通常例会 

会員卓話 井上脩士会員 

R財団・米山について 

3月 14日

（木） 

委員会 
ふれあい鴻巣ウォーキング全体会議 

18：30～ 鴻巣市総合福祉センター 

3月 18日

（月） 

第 1281回移動例会 

４RC合同例会 

卓話 原口和久鴻巣市長 
18：30 点鐘 市民活動センター 

3月 20日

（水） 
振替休会 

3月 27日

（水） 

第 1282回移動例会 

献血 
12：00～ 鴻巣市総合福祉センター 

4月 3日

（水） 

第 1283回移動例会 

第 5G 親睦ゴルフ大会 

鴻巣カントリークラブ 

4月 10日

（水） 

第 1284回通常例会 

結婚誕生祝い 
外来卓話：老化とサプリメント 

薬剤師 黒沢章様 クラブ会報委員会 

委員長 宮内たけし   副委員長 木下純一 

委 員 石井洙光  中島安啓  星野光生 

松本安永  井上脩士 


