
 

第 1571 回例会 2019・10・22            ﾆｺﾆｺ 本日 29,000 円 累計 281,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会長の時間        髙橋 和男 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。まずは、本日ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問

例会ということで、徳永ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様にはお忙しい

中、午前中よりお越しいただき、先ほどまで別室で

関係書類の点検をしていただきましたことに心よ

り感謝申し上げます。また、後程、卓話も賜ります

ことにも重ねて感謝申し上げます。ありがとうござ

います。 

 さて、本日の会長の時間ですが、先週は「ﾛｰﾀﾘｰ

の基礎知識」から外れて「ﾗｸﾞﾋﾞｰ」についてお話さ

せていただきましたが、今週はまた元にもどり基礎

知識のひとつ「ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ」について受け売り話を

させていただきます。このあと、もっと大事でもっ 

 

 

 

と貴重なｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様の卓話がありますので本日

は簡単に済まさせていただきます。 

 まず、ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽというのは、世界的な慣例では

なく、どこの国にもあるというものではないようで

す。 

 日本でﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽの慣例が出来たのは、昭和 10 年

のことで、当時関東大震災の被災孤児達を「東京ﾛｰ

ﾀﾘｰﾎｰﾑ」という孤児院で世話をしていたらしいので

すが、同年ｵｰﾌﾟﾝした多摩川園という遊園地に孤児

たちを連れて行ってやろうということになったら

しいのですが、ｸﾗﾌﾞの会員たちはお金持ちではあり

ましたが、ｸﾗﾌﾞ自体にはお金はなく、さてそのお金

はどうしようかということになった時、日本橋の羅

紗(ﾗｼｬ)問屋の筆頭番頭だった関 幸重という人が一

計を案じ、あり合わせの段ﾎﾞｰﾙ箱を持って、『あな

たの誕生日ですよ』とか『お嬢さんが結婚されたで

しょう』とか色々な事を軽妙洒落に面白く話しなが

ら、例会場を回ってｶﾝﾊﾟを募ったらしいです。その

行動で会員たちは笑いながら財布の紐を解き、その

段ボールにお金を入れｶﾝﾊﾟしたそうです。その金額

は当時、大卒の初任給が 60 円くらいの時代に 600

■出席報告 

月 日 10/8 

会員数 30 

出席者 24 

出席率 80% 

前回修正 ― 

 

 

 

 

川島 昇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

10/22 例会振替 10/21（月） 

 市内 4 ｸﾗﾌﾞｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 

10/29 例会取消 定款第 

11/5 例会取消 定款第 

11/12 米山月間卓話 李志さん 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



円のお金が集まったといいますから、さすが東京ﾛｰ

ﾀﾘｰｸﾗﾌﾞです。それからは関さんが、何か事あるご

とにその箱を持って回ったようですが、あまり汚い

箱では具合がわるいだろうと、みんながﾆｺﾆｺしてお

金を出してくれるからというので、三越に特別注文

して、えびす様の顔を彫った箱をあつらえたのがﾆｺ

ﾆｺﾎﾞｯｸｽの起こりだそうです。 

 なお、東京ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞのこの慣例に対して、大阪

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは昭和 5 年からお金を集める習慣が始ま

ったという説がありますが、大阪ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの場合

は、遅刻等の時にＳＡＡがなにがしかの金銭を強制

的に取り立てる罰金箱であって、ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽとはそ

の趣旨が異なるものでありました。ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽは、

あくまでも何か喜びがあった時に、会員たちがそれ

を記念にして社会奉仕の浄財をｸﾗﾌﾞに寄託するも

のであって、罰金箱のように人を責める形でお金を

集めるものではなく、またそのお金を社会奉仕に使

うことはﾛｰﾀﾘｰの趣旨に合わないと、罰金箱は『す

まんﾎﾞｯｸｽ』として、ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽとは区別しているｸﾗ

ﾌﾞもあるそうです。以上簡単ではありますがこれが

日本の「ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ」の始まりだそうです。ご清聴

ありがとうございました。 

 

幹事報告 

🌷 2019 年 10 月 ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1 ドル＝108 円 

🌷 2020 年ﾛｰﾀﾘｰ国際大会 本会議及び地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ

ｽﾞﾅｲﾄのご案内 2020年 6月 7日  ﾊﾜｲｺﾝﾍﾞﾝｼｮ

ﾝｾﾝﾀｰ 

🌷 ﾛｰﾀﾘｰ･ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会 PartⅡのご案内 

🌷 R財団月間・卓話者決定のおお知らせ 11/26（火）

地区役員：資金管理小委員会委員長  

斎藤勇司様（鶴ヶ島 RC）  

学友会副委員長 柳田 有紀様 

🌷 新所沢ＲＣ様から 9/4 所沢市内ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌ会長

幹事会ﾞ 10/2 第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ会長幹事会の会計

報告をいただきました。 

🌷 週報・・・・新所沢 RC 

 

 

 

 

ニコニコボックス      内田 学 

新所沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 市川 好康様 今日は西ﾛｰﾀﾘｰｸ

ﾗﾌﾞさんの例会に参加さ

せて頂き有難うござい

ます。楽しみにしていま

すので宜しくお願い致

します。 

新所沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 粕谷 直貴様  

今日は西さんのｾﾚﾌﾞﾁｯｸ

の例会楽しみにしてい

ます。 

 

 

 

髙橋 和男 徳永ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様本日はお忙しい中、 

有難うございます。卓話を宜しくお願いします。 

荻野 陽一 徳永ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 本日は書類の点検有 

難うございます。卓話の方もどうぞ宜しくお願い 

致します。 

須澤 一男 本日は御多忙のところ 徳永ｶﾞﾊﾞﾅｰ補 

佐 新所沢 RC の市川親睦委員長様 粕谷社会奉 

仕委員長様 よくおいで下さいました。 

室伏 秀樹 徳永ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ご苦労様です。先輩と 

して同情します。 

栗原 和明 徳永ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそお越し下さ 

いました。本日はどうぞ宜しくお願いします。 

石井 秀夫 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 徳永様 本日は有難うご 

ざいます。どうぞ宜しくお願い致します。新所沢 

ﾛｰﾀｲｰｸﾗﾌﾞ 市川様 粕谷様お出でいただき有難 

うございます。 

木村 孝子 徳永ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様 本日はお忙しい中 

有難うございます。卓話 楽しみにしております。 

宜しくお願い致します。 

恒良 裕子 3 回位お休みしてしまいすみません。 

本日はｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 徳永様宜しくお願い致します。 

本橋 正夫 いろいろと有難うございました。無事 

終わりました。 

中 毅志  今年 5 個目の選挙が無事終わりまし 

た。有難うございました。本日の卓話 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補 

佐の徳永様宜しくお願いします。 

内田 学  徳永ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 市川さん 粕谷さ 

ん 西ﾛｰﾀﾘｰへ ようこそ。 

幹事報告         荻野 陽一 



内田 学  昨日、私は ｼﾞｲｼﾞｲ になりました。 

女の子です。 （おめでとうございます。ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ） 

本橋源太郎 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 本日は宜しくお願い致し 

ます。 

鈴木 伴忠 徳永ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様 本日は有難うござ 

います。 

内野 忍  ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 徳永様 本日の卓話宜し 

くお願い致します。 

堀江 大  2 回連続で休んでしまいました。 

 

卓話  第２５７０地区 第３グループ  

ガバナー補佐 徳永 眞澄様 

 

 

 

 

 

 

 

1   自己紹介 

出身は、九州の熊本で、昭和３０年生まれです。 

早稲田大学に入り、入った当初から司法試験のた 

めの勉強をし、大学卒業後も昼間は図書館で１０時

間位勉強し、夜は警備員のアルバイトをしていまし

た。試験に合格したのが、８回目で文字通り七転び

八起きでした。１８歳から勉強し合格したのが２８

歳ですから、１０年間試験勉強していたことになり

ます。いわゆる青春を楽しんだという思い出はあり

ません 

検事を６年間務めた後に平成６年に独立をし、所 

沢に事務所を設立し、現在に至ります。 

 

2 4 つのテストについて 

①  真実かどうか 

実際に起きた新幹線の中での暑くて、寒くなった 

ことをお話ししました。 

 

真実であることの立証はなかなか難しく、立証で 

きない真実を嘘と言い切ってしまうことは危険で

あると思います。 

② 好意と友情を深めるか 

債権回収事件で、10年間かかって、50万円を回 

収できた話をもとにお話ししました。 

普通に弁護士費用を計算すると１００万円位に 

なります。そうすると 相手方から回収できた５０

万円は、自分が取得し、依頼者は更に弁護士費用と

して５０万円を支払うことになります。しかし、１

０年間やってきて、自分には何も入らず、50万円支

払っただけで終わったということになります。好意

と友情を深める関係にはなりません。それで、相手

方から取得した５０万円を半分ずつに、依頼者が２

５万円、自分が２５万円を取得し、弁護士費用はそ

れで終わりにしました。その依頼者とは現在もお付

き合いが続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳永ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様には、会長の時間の前に、ﾊﾞｲｵ

ﾘﾝで 2曲演奏していただき、曲目はいずれも名曲ば

かり、素晴らしい音色にうっとりと致しました。 

卓話の最後にﾄﾗﾝﾌﾟでﾏｼﾞｯｸをご披露下さいまし

た。 

 

今週の担当 小久保 昇 


