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＜ビジター・ゲスト＞ 

米山記念奨学生            李 秀美 様 

 

＜❁会長の時間❁＞齋藤栄作会長 

台風 24号に続き

25号とまた台風が

日本列島を縦断し

ています。今年の

異常気象には今後

も充分に注意して

いきましょう。 

10月 3日(水)に、

第 56 回入間市戦没

者追悼式が市民会館大ホールで開催され出

席しました。770 余柱の入間市出身戦没者

を追悼する入間市主催で行われている追悼

式です。献花をさせていただきました。 

ノーベル賞ウイークが始まった 10月 1

日「画期的なガン治療にノーベル賞」＝日

米の研究者が共同受賞という嬉しいニュー

スが、飛び込んで来ました。米国テキサス

大学の JAMES ・P・ ALLISON氏と日本国・

京都大学特別教授本庶佑氏がノーベル生理

学・医学賞を受賞されました。 

ノーベル賞とはダイナマイトの発明者とし

て知られるアルフレッド・ノーベルの遺言

に従って 1901年から始まった世界的な賞

で物理学、化学、生理学・医学、文学、平

和及び経済学の 5分野＋1分野から成り立

っています。 

 

 

 

ノーベル賞を受賞された内容もさることな

がら受賞された方の生きざま、言葉に私は

注目しています。大変勉強になるからです。 

記者にノーベル賞受賞の喜びはと？と尋ね

られるとゴルフが好きでゴルフ場に行くと

顔見知りの方に声を掛けられ「あなたの開

発した薬のおかげで私は今もこうしてゴル

フが出来ているよ」と言われるのが何より

嬉しいと答えられています。科学者最高の

名誉であるノーベル賞の受賞よりも嬉しい

という事ですが本庶氏の人柄が伺える素晴

らしい言葉です。 

座右の銘を聞かれると「有志竟成」＝（強

い意志を持てば目的は必ず達成できる）と

言われました。また研究の喜びについては

「多くの人が石ころだと思って見向きもし

なかったものを拾い上げダイヤモンドであ

ることを実証することである。」我々経済

人にも通ずる奥深い言葉です。 

 

研究に大切なものについては 6つの Cを

挙げられています。 

CURIOSITY    ・  好奇心 

COURAGE     ・  勇気 

CHALLENGE    ・  挑戦 

CONFIDENCE   ・  確信 

CONCENTRATION・  集中 

CONTINUATION ・  継続 

我々の仕事、人生にもおおいに必要な 

６Cです。 
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■■■講 師 卓 話■■■ 
《中国の伝統文化 結婚式》 

米山記念奨学生   李 秀美様 

昨年は中国のお茶を卓話いたしましたが、

本日は漢民族の結婚式のお話を紹介いたし

ます。私は朝鮮族ですが、漢民族の歴史は

一番長いですし、一致することも多くあり

ます。今はホテルやレストランで婚約式や

結婚式を行いますが、昔は結婚式を行う前

に 6つの流れがあります。 

 

納采「のうさい」 
縁談をすること 媒酌人をもって婚姻の意

思を通じさせた後に、礼物を送って采択の

礼を行います。 

昔は早くから男性側のご両親が早くから適

切な相手を探します。 

 

門名「もんめい」 
媒酌人が女の子側の実家に訪問し、姓名、

生年月日、旧暦の干支をもらう 

納吉「のうきち」 
占いを行って吉兆

を得たならば、相手の

女性の家に告げて初

めて婚姻のことを決

める。 

 

納徴「のうちょう」 
男の家から女

の家に贈り物を

して婚約成立の

証とします。女性

の方からも返礼

品の品物を渡します。2 つの家の財力を表

しますので、金銀財物ばかりではなく、衣

類・飾り品・果物・茶葉等を交わします。日

本の結納にあたります。 

 

請期「せいぎ」 
もう一度占い師のところ

に行って占ってもらいま

す。男の家から女子の家へ

行って結婚の期日(中国で

良い人は偶数日)を幾つか

選びます。 

 

親迎「しんげい」 
自ら嫁の家に行って嫁を迎えてくる儀式。 
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「結婚式」 

 

「交杯酒」 
お酒を交わして乾杯する。 

 

「敬茶」 
ティーセレモニーのこと、朝早く起きて

新郎新婦が両親にお茶を捧げる 

 

昔は結婚式に色々な拘りがありましたが、

今は少しずつ省略されています。現在残っ

ているのは親迎「しんげい」と、新婦の実家

に着いた時にする隠した靴を新郎が探し出

すゲームの様な遊びが今は行われています。 

今度機会をいただけましたら朝鮮族の結

婚式の様子をお話しできたらと思います。 

ありがとうございました。 

 

≪今月のお祝い≫ 

会員誕生日 

山岸義弘君   金井祐一君 

一柳達朗君   佐藤輝武君 

吉岡信人君 

夫人誕生日 滝沢久美子様 繁田美香様 

結婚記念日 

豊田義継君  新井  格君 

一柳達朗君  荒井正武君 

石川嘉彦君   

 

 

 

＜幹事報告＞ 豊田義継幹事   

＜理事会協議事項＞ 

１.12月のプログラムについて  承認 

   11月のプログラムについては持ち回り

理事会をもって承認を行う予定。 

２.万燈まつり予算について   承認 

３.日帰り美術館、ゴルフ会計報告 承認 

４．出席免除申請 関根・岩崎会員 承認 

５．第３グループ会長・幹事会の協議内容 

（1）青少年交換派遣費用負担について

は、地区に差し戻す。 

(2)ＭＹロータリー登録のお願い 

(3)クラブ奉仕部門 増強・公共イメージ 

UP卓話要請 

(4)ガバナーデジグネート及びガバナー補

佐の選出について 

(5)ＩＭの報告 

６．その他   

（１）ネパール支援事業の経過について 

   書面にて報告する様に関谷直前会長

に依頼承認済み 

＜報告事項＞ 

Ⅰ.10/20(土)クラブ研修リーダーセミナー 

Ⅱ.10/5(金)入間万燈まつり第 2回実行委

員会 

  10/11(木）社会福祉協議会評議委員会 

  11/ 3(土）入間航空祭 
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●委員長報告 
＜会報・雑誌委員会＞ 水村雅啓委員長 

・今月は経済と地域社会

の発展そして米山月間

です。 

・今年は明治 150 年の

年。戊辰戦争で敵同士で

あった会津若松西 RC と

鹿児島中央 RC のわだかまりを乗り越えて

友好クラブ締結に至った記事を紹介します。

ロータリーでもポールハリス、米山梅吉生

誕 150年の年でもあります。 

・「私の米山梅吉」のコーナーでは当 2570

地区前嶋修身パストガバナーの三井信託銀

行入行時代を通じた梅吉とのご縁の記事が

掲載されています。 

・「クラブを訪ねて」では大阪堂島 RCの 100

歳になる長老会員と例会を月２回にした経

緯などが掲載されています。 

ロータリー情報満載です。熟読ください。 

 

＜プログラム委員会＞ 馬路宏樹委員長 

 本日例会後に 30分程

度と思いますが、ロー

タリー美術館、親睦活

動委員会、プログラム

委員会の家庭集会を行

いますので、恐れ入り

ますがお時間の都合を

つけてお残り下さい。よろしくお願い致し

ます。 

 

 

滝沢文夫エレクト            

万燈まつりの役割分担

を決めましたので配布い

たしましたので宜しくお

願い致します。又、新し

いパネル作成しようと思

っていますが、私も考え

が纏まっておりません。

後ほど発表させていただ

きます。 

 

＜出席報告＞ 白幡英悟委員長 

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

44名 30名 75.00％ 41.03% 

事前欠席連絡 4名 
 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 馬路宏樹副ＳＡＡ 

★今月は色々と行事の都合で、今後の例会

は欠席いたします。「宮崎正文君」 
 

★昨日の入間市建設協会ゴルフコンペで優

勝いたしました。 

台風の影響でたぶん 500 本ぐらい木が倒

れていました。「吉沢誠十君」 
 

★昨日の入間市建設協会ゴルフコンペで準

優勝いたしました。「忽滑谷明君」 
 

★昨日の入間市建設協会ゴルフコンペで 3

位に入りました。「木下登君」 
 

★多分大丈夫です恥をかかずに済みそうで

す。ありがとうございます。｢白幡英悟君」 
 

★2年連続で野田中学校吹奏楽部が東日本

大会に出場します。「馬路宏樹君」 
 

本日\52,000   累計\292,000 
 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友 10月号 

② ロータリー米山記念奨学事業豆辞典 

③ 第 2570地区ガバナー月信事務局よりの

お知らせ 

④ 入間万燈まつり役割分担表 

⑤ 10/18入間南 RC合同例会出欠席表 

⑥ 10/18入間南 RCと親睦ゴルフ出欠席表 

⑦ 10/18入間南 RC合同例会交通手段表 

⑧ 10/27.28万燈まつり出欠表 

⑨ 2018年決議審議会について 

⑩ ロータリー米山記念奨学会 2017年度決

算報告書・事業報告書 

⑪ 他ロータリークラブ変更等お知らせ 

⑫ 入間 RC週報 12号 

発行 入間ロータリークラブ 
■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101号 Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788 

■Email   iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp 

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール Tel.04-2963-1111 

■例会日：木曜日 12：30～13：30  ■会報委員長：水村雅啓 

 


