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《本日の例会》 

 

 

 

  

 

 

 

 

点 鍾  午後12時

 進 行  渋澤 健司

 ソング  「それでこ

来訪者  埼玉県刀剣

会

 

 

会長挨拶・報告  

 

 皆さん今日は。今日

有難う御座います。まず

玉ロータリークラブの志

よろしくお願いいたしま

 先週のガバナー公式訪

皆様には長時間にわたり

いました。これからもロ

月１日が自分自身の卒業

ご協力をお願いいたしま

 

 
昨夜秩父に於いて第３回の会長幹事会が開かれ、私と斉

藤幹事とで行ってまいりました。 

『日

埼玉県刀剣保

会

 

さて、来る平成１６年５月２３日～２６日の日程で２０

０４年国際大会が大阪にて開催されます。又２００４年～

２００５年度国際ロータリー第２５７０地区ガバナーには、

深谷ロータリークラブの正田 秀雄パスト会長の就任が予

定されております。そこでこの機に、皆様のご理解とご協
卓   話 

本刀』について 
存協議会  
長（児玉ＲＣ）志塚 徳行 様 
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会長 小此木 利明、 会長エレクト 加藤 玄静、 副会長 岩本 英人・狩野 輝昭    

幹事 斉藤 清一 
 

ＡＡ 

ータリー」斉唱 

協議会 
児玉ＲＣ） 志塚 徳行 様 

    小此木 利明 会長 

 
元の悪い中、例会に出席頂き

客様の紹介をいたします、児

徳行様です。この後、卓話を

 
無事終了いたしました、会員

力を頂きまことに有難う御座

リーの職務に励んでゆき、７

思っております。これからも

 

力のもと、正田ガバナーエレクトの激励会を平成１６年５

月２３日に新阪急ホテルにて開催いたすこととなりました。

つきましては、一人でも多くの会員の皆様にご参加いただ

けますようお願い致します。なお予約の締め切りは１１月

２８日となっております、幹事もしくは事務局へご連絡願

います。 
平成１６年３月１３日に行われるＩＭへの協力をお願い

致します。この日は、新幹線本庄新駅の開業の日です。Ｉ

Ｍのメイン会場は早稲田学院高等学校の予定です。 
先月、日豪青少年交換ということでお願いしたところ、

斉藤幹事の大学１年生のお嬢さんから申し込みがあり、地

区へ書類を発送いたしました。できれば希望をかなえてい

ただければと思っております。 
最後に「楽市」の件ですが、開催日が近づいております。

詳細は担当委員長よりお話があると思いますが、皆様の協

力をお願い致します。 
 
 
 

幹 事 報 告         斉藤 清一 幹事 

 

 



 
児玉ロータリークラブの志塚様ようこそお越し下さいま

した。今日は卓話よろしくお願い致します。 
・ 高山ガバナーから先週の公式訪問のお礼状が届いてい

ます。 
・ 来年５月の世界大会が大阪ドームで開催されます。そ

れに伴い第４グループ選出の正田ガバナーエレクト

(深谷ＲＣ)の激励会の案内が届いています。申し込み

締め切りが１１月２８日までですので、参加希望の方

は申し出て下さい。後ほど回覧いたします。 
・ ロータリー１００周年に関する資料が届いています。 
・ 籠原ＲＣから本庄ＲＣ４０周年記念誌のお礼状が届い

ています。 
・ 例会変更が児玉ＲＣから届いています。 
・ 会報が本庄南ＲＣ、児玉ＲＣから届いています。 

 
 

 

委員会報告 

 
◆ゴルフ部       岡崎 正六 ゴルフ部部長 

 

 

第二回のロータリーゴルフコンペが、１１月２７日に岡

部チサンカントリークラブ・岡部コースで開催いたします。

ふるって皆様のご参加をお待ちしております。 
また健康管理のために、ゴルフ部に入会されまして楽し

いゴルフをして頂きたいと思います。 
 

 

 

★地域発展委員会        中島 高夫 委員長 
 

 

 
来る１１月３０日商業際楽市に出店いたしますので皆様

の協力をお願いいたします。 
集荷場所は、城立寺の事務所１階です。２４日から２８

日の間に納めてください。１人３点以上お願いします。 
又、ご協力いただけなかった方については、１品につき

１０００円のご協力をお願いします。その楽市の売上金を

奉仕活動に使ってゆきたいと思います。 
なお当日は、銀座通りの北海亭の前に午前８時３０分に

集合して下さい。 
 

 

 

◆４０周年記念実行委員会  会計 野村 正行さん 
 

 

本庄ロータリークラブ創立４０周年記念例会収支決算書

の報告をさせて頂きます。 
これにあたり、支出については担当委員会の方々におい

て効率的な執行が行われたことを重ねて報告させて頂きま

す。 
 
収入の部 合計 ４，９１３，２２６円 
支出の部 合計 ４，９１３，１１８円 
収入 － 支出 ＝ １０８円（本会計へ繰り入れ） 
（詳細については、配布資料による） 

 

 

 

◆４０周年記念実行委員会  監査 渋谷 修身さん 
 

 

平成１５年１１月４日に厳正に監査し、この決算書が適

正であり妥当に運用されていると確認いたしました。 
 



 

卓  話 

 

・紹 介            斉藤 清一 幹事 
    
 志塚さんは児玉ロータリークラブの会員で、現在会員増

強委員長をなさっております。 
事業所は美里町古郡にあり、自動車・軽建材・電機・精

密機械のダイカスト工業で、株式会社「美里工業所」を経

営しております。 
現在趣味としての要職は、美里古美術愛好会の会長、本

庄美術刀剣保存会会長、埼玉県刀剣保存協議会会長を務め

ています。 
 
 
 
・『日本刀』について （日本刀から出た言葉） 

埼玉県刀剣保存協議会  
会長（児玉ＲＣ）志塚 徳行 様 

 

 
私の趣味としております「日本刀」について話をしてほ

しいと、笠原さんから紹介がございまして、斉藤幹事より

我々のクラブを通じ卓話依頼されまして、本日お伺いいた

しました。 
 私は子供のころから日本刀が好きで、古美術全般も好き

です。こんなことでずっと勉強してきました。 
先ほど紹介いただいた要職の中で、日本刀の保存、後世

への刀を伝えてゆく役目を負い、本日のように話をしてほ

しいと依頼があったなら、できる限り出かけて行き話しを

するよう心がけております。日本刀、あるいは古美術に対

して興味を持っていただける方が増えれば、それだけ多く

の古美術が後世に残ることだと思っております。 
日本刀や古美術品というものは、何百年という時代を経

て現存しているわけです。ですから現代の私どもが後世に

残す役目があると思っております。私は日本刀や古美術品

に対して、一時期お金を出してお預かりしているのだと考

えております。自分のものだからといって保存 
 
 

が悪くてだめにしてしまってよいというものではなく、 
そのものの命を縮めないためには、日々そういうものに対

して愛着を持ち、手入れをし、それを後世の人々に残し、

後世の人はまたそれを後世に残してゆく、そういう役目が

あると思っております。 
 そのようなわけで、本日は「日本刀」についてのお話、

副題として「日本刀から出た言葉」についてお話をさせて

いただきます。 
 
（後記、配布資料より抜粋） 
 
身から出た錆   
鍛えの優れた刀は錆びにくく、鍛えの粗雑な刀は錆びや

すいものであり、内的要因で生じる錆は、己が身から出て

いるのです。不謹慎・不注意・不用意などの結果の不幸や

失敗は、難を恨むことも誰のせいにもできません。みんな

自分が悪いのですから、悔いても嘆いてもいたしかたない

ことが「身から出た錆」ということです。 
 

目貫通り 
 目貫（目釘）というのは、刀と鞘を止める金具であり、

これが無いと柄から刀身が抜けてしまって、役に立たなく

なってしまう重要な部分であることから、大切なところ・

重要な場所ということ。 
 
相槌を打つ 
 刀匠が刀を鍛える時、相手方（弟子）と交互に槌を打ち

下ろします。槌音高くという表現があるように、両者の打

ち下ろす槌の音は調子よく響きます。人の話を聞きながら、

同意・同感のしるしにうなずく。人の話に調子を合わせる

ことを、相槌を打つといいます。 
 
鎬をけずる 
 鎬とは、刀剣の部分の名称で、刀の側面の刃と棟の中間

に通っている稜線のことを言います。闘いの時には相手方

の刀と刀がぶつかり合い、鎬と鎬が接して火花を散らす事

もあります。まるで鎬を削っているようでもあり、ここか

ら「鎬をけずる」が生まれました。鎬をけずるとは、激し

く戦うことをいいます。 
 
切羽つまる 
 刀の鍔の両面には、それぞれ柄と鞘に接する部分に薄い

楕円形の金物が添えてあります。これを切羽といいます。

中程に刀身を貫く穴があり、切羽がつまると刀身が抜き差

しならなくなります。これが転じて、どうにも抜き差しな

らなくなる、土壇場で追い詰められる事をいいます。 
 

 



金子  弘 
ニコニコBOX委員会       横尾 セツ 委員 

 

 真下恵美子(事務局)  経済産業省感謝状授与の為早退し

ます。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。 

 

 

本日の投入金額合計￥３６，０００． 
 

 

 

 

 

 

  

（順不同・敬称略）                

杉山 淑子   児玉ロータリークラブの志塚 徳行様       
        ようこそ本庄クラブへお越し下さいま    

出席委員会          岩渕 富男 委員 

        した。卓話『日本刀』について期待し  

ています！！ 

 

（以下同文でご投入がありました。） 

佐藤 賀則・矢島 淳一・高柳 育行・渋澤 健司・ 
梅村 孝雄・温井 一英・戸谷  丈・岡崎 正六・ 
竹中 俊吾・岡芹 正美・岩渕 富男・岩本 英人・ 
松原 幹男・茂木  聡・沼田 恵義・内野 昭八郎・ 
町田 国彦・武井 包光・笠原  勝・茂木  正・ 
小此木 利明・古瀬 末雄・斉藤 清一・立石 秀寿・ 

 横尾 セツ・ 

本日欠席の連絡を頂いた方は、藤井  仁さん、田中  

克さん、竹並 栄一郎さん、後藤 芳生さん、佐藤 三郎

さん、春山 茂之さん以上です。 

 

萩原 達夫   今月はロータリー財団月間です。国際的

な教育助成、基金応募に協力しましょ

う！！  

 （以下同文でご投入がありました。） 

会 員 数
出席免除

会  員 

出席義務

会  員 
出席会員 出席率 

８６名 ６名 ８０名 ６４名 81.0％ 

渋谷 修身 

 

関口 雅之   国際ロータリー創立１００年をお祝いし

ましょう！！！ 

野村 正行   本庄ＲＣ創立４０周年記念事業例会の収

支決算報告書が出来ましたので、報告い

たします。 

         （内メーキャップ２２名） 

 

 

中島 高夫   １１／３０は商業祭楽市です。皆様のご

協力宜しくお願いたします。 

 

 

戸谷 清一   「ケーブルテレビは街づくり」ミニバス

ケットボール大会には、よろしくお願い

申しあげます。 

 

 

 

加藤 玄静   本日は二の酉です。来年度が良い年

でありますように。 

 

 

渡辺  優   ニコニコＢＯＸ委員会の皆さん、いつも  

ご苦労さまです。頑張って下さい！！！  

（以下同文でご投入がありました。）  

  

  



《本日の例会》 

 

 

 

 

 

 

 

 

点 鍾  午後6
 進 行  渋澤 

 ソング  「手に

 

 

会長挨拶・報告 

 

 皆さん今晩は、

 本日は、岡部チサ

ルフ部のゴルフコン

まいりました。お疲

 ロータリーについ

市長より感謝状をい

総合公園建設事業に

みどりと健康の都市

ここに深く感謝の意

又、１１月２２日

ットボール大会「本

一委員長といってま

いうことで、シャー

参りました。 

今日は所用にて斉

略させて頂きます。

この後は、ゆっく

会にしたいものです

 

 

 

委員会報告 

 

★地域発展委員会
夜 間 例 会 
（於：五州園） 
 
時30分 １１月３０日商業祭楽市に出店致しますので皆様の協力

をお願い致します。集荷場所は、城立寺の事務所１階です。   健司 ＳＡＡ 

まだ品物を納めていない方は明日２８日が締め切りです

ので早めにお願いします。なお当日は、銀座通りの北海亭

の前に午前８時３０分に集合してください。 

手つないで」斉唱 

 
       小此木 利明 会長 

 
★親睦活動委員会        佐藤 賀則 委員 

 

 

 夜間例会に出席頂き有難うございます。 

ンカントリークラブにて第２回目のゴ

ペを、うす曇のなか９組でプレイして

れ様でした。 

１２月１８日にクリスマスパーティがございます。すで

に皆様方にご案内が届いていると思いますが、ＦＡＸで、

１２月４日必着にて私まで返信頂けますようお願いし、さ

らに奮ってご参加を頂きますようお願いいたします。 ては、１１月９日に緑化祭があり本庄

ただいてまいりました。内容は「本庄

際し深い理解を示され歌碑を寄付され

本庄の創造に寄与されました。よって

を表します」というものです。 

 
 
 

ニコニコBOX委員会       藤井  仁 委員 
は本庄市の小学生を対象にしたバスケ

庄市長杯」に、新世代委員会の戸谷清 （順不同・敬称略） 

いりました。ロータリークラブ後援と

ペン２９０本を参加の小学生に渡して

春山 茂之   本日は夜間例会です。親睦を図り大い楽 

しみましょう！！！ 

（以下同文でご投入がありました。） 

金子  弘・下山 正男・古瀬 末雄 藤幹事は欠席ですので、幹事報告は省

  

横尾 セツ   今期２回目のゴルフコンペに参加してゴ

ルフを大いに楽しんで参りました！！！ 
りと親睦をはかって頂き楽しい夜間例

。 
（以下同文でご投入がありました。） 

武井 包光・松原 幹男・萩原 達夫・竹並 紀松・ 

矢島 淳一・中島 高夫・石原 輝弥・佐藤 賀則 

 

小此木 利明  本日はゴルフ部役員の皆様御苦労様でし

た。夜間例会出席もよろしくお願い致し 

ます。 
        中島 高夫 委員長 



斉藤 清一   出張のため、本日のコンペと夜間例会に

欠席させて頂き申し訳ありません。 

ゴルフ部    月末のお忙しい中、ゴルフに出席戴き有

難うございました。 

加藤 玄静   準優勝は夢です。 

橋本 恒男   コンペ１０位になりました。 

内野 昭八郎  今期２回目のゴルフコンペに参加してゴ

ルフを大いに楽しんで参りました！！！ 

        ゴルフ部の皆様大変お世話になりました。 

狩野 輝昭   ゴルフ楽しんで来ました。 

笠本 孝一   フジイさんにさいそくされたので。 

渋澤 健司   ニコニコＢＯＸ委員会の皆さんいつもご

苦労さまです。頑張って下さい！！！ 

（以下同文でご投入がありました。） 

野口 光大・茂木  聡・梅村 孝雄・藤井  仁 

 

 

 

 
 

 
 

※ゴルフ部 
・第２回ゴルフコンペ表彰式  
          司会 佐藤 賀則 ゴルフ部委員 

 
◆岡崎 正六 ゴルフ部部長挨拶 

 

 
月末のお忙しい中、本日は３６名の大勢の出席を頂き無

事に大会を終了する事ができました。有難うございました。 
 今日私は、一番の年長者であります古瀬さんと一緒にま

わらせて頂きました。かぞえで８０歳だそうですが、健康

そのものでプレイされておりました。やはりゴルフは健康 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一として、末永くできるスポーツと思っております。 

年明けには第３回のコンペもあります、大勢の方の出席

をお願い致します。本日は有難うございました。 

 
 

   優 勝  渋谷 修身さん 

     （所用にて欠席） 

 

 

準優勝  加藤 玄静さん 

 

 
本日の投入金額合計￥２６，０００． 

 

 

第３位  金子  弘さん 

 

 
 

 

 

（於：岡部チサンカントリークラブ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ会報委員会    
巴  高志、茂木  聡、三宅 健吉、野澤 章夫、小林 雅幸 

 

■例会日 毎週木曜日  12:30～13:30        ■例会場 埼玉グランドホテル本庄 

■事務所 埼玉グランドホテル本庄700  〒367-0041 本庄市駅南2－2－1 
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