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　皆さんこんにちは。本日は、新会員の長沼さんに卓話をいただきま

す。また、19時からは、長沼さんの歓迎会がございますのでよろしく

お願いいたします。

　先週は、周さんの卒論に必要ということで、アンケートのご協力を

お願いいたしました。敬語についてで思い出しましたが、4年前の米

山奨学生の河正一さんも敬語について勉強していました。卓話の時に

紹介された本が「バカ丁寧化する日本語」でした。すぐ買って読んだ

のですが、忘れていましたので読み直してみました。

「?させていただく」という言葉に象徴されるように、現在、日本語

の丁寧化という波が押し寄せている。丁寧化はなぜ進んだのか。時代

や社会の動きとともに変化する日本語は、これからどう変化するのか

。日本語教師として、外国人の日本語学習者に、日本の大学生に日々

接する著者が、敬語を中心とした"おかしな日本語"に着目し、日本語

の本来の使い方、そして私たちのコミュニケーションのあり方を考え

させられる本です。

　この本で一番はじめに紹介されているのが「させていただく」につ

いて。「お送りさせていただきます」という文章、よく見ますよね。

なぜこの一見丁寧に見える言葉が無礼に使用されることがあるのか説

明しているのがはじめの一章なのですが、それは「させていただく」

を自分で決定した言葉に使用しているからなのだそうです。本来「さ

せていただく」は相手の決定や希望に対して、自分がすることに対し

て使用すると良い言葉。自分の決定してすることに、「させていただ

く」を使用すると押し付けがましい印象を与えてしまうことがあるの

で「いたします」を使用したほうがいいそうです。私は「作業依頼を

送信させていただきます」と読んですぐ変だとは思わないのですが本

当は「作業依頼を送信いたします」と書くのがよいのですね。他にも

本に書かれていることですが、会社名にビ―ウィッシュ○○さんとつ

けるのはおかしい。でも社名に○○さんと周りが使用しているときに

、自分だけ「さん」を抜くと自分が失礼な言葉遣いをしているように

見えてしまうこともあります。
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に就職いたしました。ここで広告代理業という仕事

を学び、今の私の生業となっております。出版社か

ら広告代理業に移った理由は、今までの編集技術か

らおもしろいキャッチコピーを作る事が、楽しくな

ったからです。上品で一捻り効かせるコピーという

のは難しくて、夜中に考えたものは、大体翌朝自分

でボツを出します。しかし名タイトルが浮かんでク

ライアントの役に立ちますととてつもない満足感が

得られます。この会社には13年間勤めまして自分の

退社後にあいにく無くなってしまいました。

　そして2007年39歳の時に自分の会社「株式会社B-

wish」を創業いたしました。会社の名前は英語の「

with best wishes」という挨拶を短縮したものです

。意味としては自分が携わった仕事でクライアント

に多くの幸運がきますようにと願いを込めました。

業種を分類しますと広告代理業となりますが、名刺

から看板までこなすなんでも屋でございます。幅広

く手掛けておりますと作業が散漫になりがちですけ

れども強みとしましては、その看板、印刷オンリー

ではない様々な宣伝方法が仕事に出来るということ

です。まずはお見積りとそのクオリティを試してい

ただけると幸いに思います。

　話題を少し変えまして私の趣味のお話をさせてい

ただきます。私の趣味はスキューバダイビングとテ

ニスです。スキューバダイビングでは南の島で透明

な海に潜りまして自分の呼吸だけ聞こえて、上も下

も感じない状態が俗にいう母親の体内の中にいるよ

うな気分を味わえます。まだ出会っていないのです

が、巨大なオニイトマキエイという通称マンタと一

緒に泳ぎたいというのが人生の夢です。次に好きな

スポーツはテニスで、現在は富永会員の上尾グリー

ンテニスクラブで週1度プレイをしております。テ

ニスは生涯を通じて楽しめるスポーツだと思います

　最後に私の座右の銘を紹介したいと思います。

Twitterというソーシャルネットワークの講義で学ん

だのですが、「Give and Cive」と言われる物が私の

信念だと思います。よく言われるのは「Give and 

Take」ですが、これだとその場だけの商談だけで終

わってしまいますが、「Give and Cive」は与え続け

ていれば、出会った人から感謝されることで私の仕

事に巡り巡って遠くから良いことが帰ってくるので

はないかと私は解釈しております。また、似たよう

な英語で映画になりましたが、「Pay Forward」が

ございます。日本語訳では「次に渡そう」、「善意

を広げよう」という訳になります。この「Pay」と

いうのは「払う、支払う」という意味になりますが

、この「払う」というのは「祓う」ということだと

格言で見つけたことがあります。きちんと祓う事が

、自分の身を清める事になりますので、まず先に自

分を祓っていくことが商売の秘訣ではないかと認識

しております。また話は変わって家族構成ですが

2002年に結婚をしまして二人でその年から上尾に住

居を構えて、今年で結婚10周年を迎えました。あい

にく子宝には恵まれていないのですが、仲の良い夫

婦だと思っています。

　妻は、現在自宅で整体などのリラクゼーション事

業をしながら私の仕事を手伝ってくれています。以

上が長沼大策の紹介となります。

　長時間に渡りまして私、長沼大策につきまして紹

介させていただきました。これから上尾ロータリー

クラブの活動にも積極的に参加していきます。今夜

も私の歓迎会を開いていただけるという事で、多く

の喜びを皆様と分かち合いまして家族同様に節目節

目で嬉しい乾杯を繰り返させていただきたいと思い

ます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。
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委員長報告

50周年記念実行委員会　記念事業委員会　

　　　　　　　　　　　　村岡武仁委員長

　先週に引き続きまして

、創立50週年記念事業に

ついてのアンケートをお

願いしたいと思います。

先週、ご出席の方にはア

ンケートをご記入いただ

き回収させていただきました。ご欠席の方にはFAX

でお手元にお届きだと思います。本日の例会の中で

お書きいただき帰りにお渡しいただけますと幸いで

す。よろしくお願いいたします。

齋藤博重幹事

◆会長からお話がありましたが12月17、18日は地

　区大会になっております。皆様に地区大会のス

　ケジュール変更のご案内をお配りしております

　。ご確認のほどよろしくお願いいたします。

◆RI国際大会参加への第一次登録締め切りが12月

　15日までとなっております。登録料は265ドル

　です。早めに登録していただきますとお得です

　ので、参加ご希望の方はお早めにお申込みくだ

　さい。

◆12月の第一例会は自衛隊への訪問となっており

　ます。すでにご案内をお送りしておりますが、

　上尾駅にてマイクロバスを用意して現地に向か

　う予定です。皆様のご参加よろしくお願いいた

　します。

◆ガバナー会から本日、皆様に「2020年オリンピ

　ック、パラリンピックを日本へ」というパンフ

　レットとバッチをお配りしております。これは

　ガバナー会から各クラブにいただいた物です。

　よろしくお願いいたします。

　そんな過剰敬語で自分の正しい言葉の部分に間違

った影響を受けるのは気持ち悪いことです。自分で

もうっかりやっているだろうと思う耳の痛い話から

普段感じている違和感まで、共感する話の多い一冊

でした。

　また17日、18日は、地区大会です。ガバナー方針

は「出席から参加です」「ロータリーで素晴らしい

出会いを」本会議は一日だけ。18日12時開会18時ご

ろまでです。クラブ紹介は、本会議のいちばん最後

になりますので、よろしくお願いいたします。突飛

な地区大会になるのかなと書いてあります。失敗す

るのは困りますが、とにかく一度、今までと違うこ

とをやってみようということですので、多くの皆さ

んに出席ではなく参加をお願いいたします。

親睦活動委員会　深澤圭司委員長

　本日、クリスマス例

会の資料をお配りして

おります。本年度は上

尾ロータリークラブも

50週年という大きな事

業を控えております。

その前に皆様の親睦を図るということで、親睦活

動委員会では出席率100%例会を企画しております

。皆様の奮ってのご参加をお待ちしております。

詳細は資料に記載しておりますので、ご一読いた

だきますようよろしくお願いいたします。

新世代インターアクト委員会　宇多村海児委員長

　10月26日に第2770地

区のインターアクト委

員長会議に出席してき

ました。毎年のことで

すが、2013年1月5～10

日まで韓国から訪日団

の受入が始まります。訪日団受入にあたって、会

員の皆様方には受入先の立候補をお願いしたいと

思います。本年は上尾高校から韓国訪問をする学

生が2名います。当クラブとしては2名韓国からの

学生を受入したいと考えております。本日はその

2名受入をしていただける会員を募集しておりま

す。何卒よろしくお願いいたします。
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米山記念奨学生　周京梅さん

　先ほど島村会長、齋

藤幹事よりお話があり

ましたが、日本語の敬

語についてのアンケー

トを皆様にお願いして

おります。内容も少し

多いのですが、是非皆様のご協力よろしくお願い

いたします。先週もお話しましたが、中国語には

敬語という概念はありません。私も日本語に敬語

があるというのは知っているのですが、その敬語

の使用する時と場所などがあまり理解出来ていま

せん。お忙しいところ申しわけありませんが、ご

協力のほどよろしくお願いいたします。

ゲスト挨拶

新入会員卓話

長沼大策会員

　みなさん、こんにち

は新入会員の長沼大策

です。本日は私の自己

紹介で貴重なお時間を

共有させていただきま

して身に余る光栄に存

じます。本日は、初めて自分の半生をお話すると

いうことで、自身を見つめなおして内観させてい

ただくいい機会となりました。お聞き苦しい点も

あると思いますが、よろしくお願いいたします。

まず、生い立ちからお話させていただきます。

　私は1967年（昭和42年）11月9日に旧浦和市の

市立病院で生を受けました。私の名前は「大策」

の由来は大いなる計画を立て実行する男の子に育

って欲しいという願いが込められたようです。幼

稚園から小学生に上がって間もなく剣道を始めま

した。剣道はその後高校3年生まで部活動で行い

まして、「礼に始まって礼に終わる」という武道

の精神を叩きこまれました。高校卒業後は大学に

は進学をせず、都内の調理師専門学校に通うこと

にしました。

　その後19歳で調理師免許を取得し1987年7月に

新宿ワシントンホテル和食調理課で2年間お世話

になりました。辞めた理由としては、私の中で人

生は一度きりなので色々な事に挑戦したいという

気持ちが芽生え退職をいたしました。調理師を辞

めた私はシナリオ作家養成スクールに通いながら

、アルバイトをしていました。その時、スクール

の先生からテレビ局で働いてみないかと声を掛け

られミーハーな気持ちで勤めることになりました

。1989年21歳の時、フジテレビ系のプロダクショ

ンに就職しました。そこではADとして働いていま

した。時代はバブル後半でしたが、低い賃金、風

呂なしの共同住宅で寝るために帰り、起きては出

勤という生活を2年間続けました。当時の世界情

勢はイラクで湾岸戦争が起きていて、真夜中に速

報が入りまして深夜の通常番組終了後もカットイ

ンという緊急報道体制で我々のようなADは局の廊

下で雑魚寝している状態でした。大変な労働環境

でしたが、有名なキャスターさんとお話できたの

は少し嬉しい経験でした。ここではとても肉体的

、精神的に鍛えられまして少しの事では動じない

ようになりました。そして、先輩から学んだ格言

が「事実と真実は違う」という格言です。メディ

アは事実を報道しますが、しかしながらその裏に

は真実が隠されています。加害者と疑われた人が

実は被害者であったり、また外交や政治でも報道

される事の裏側にこそ真実が隠されています。テ

レビマンとして経験を積み報道内容を咀嚼してい

くにしたがって、この仕事への疑問を持ち始め退

社することになりました。テレビ局を退社後、出

版社のアルバイトを始めました。専門学校の受験

問題集を作るアルバイトの後、1991年にくもん出

版にアルバイトとして入りました。ここでは子供

向けの科学雑誌の編集作業のお手伝いをしていま

した。

この職場では子どもたちとのハガキでのやり取り

が楽しくて時々、編集部に掛かってくる小学生か

らの電話はとても楽しかったです。1994年には六

月書房という霊園ガイドを出版している会社に勤

めました。ここでは建築石材、庭園石材を案内す

る雑誌に携わりました。ここでは1年間お世話に

なりました。その後、旧浦和市にある広告代理店


