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　昨年4月20日に入会させていただいた梅干野修司です。
本日は貴重なお時間を頂きまして誠にありがとうございま
す。自己紹介と梅干野という珍しい名字について少しお話
したいと思います。
　私は、昭和33年 5月に地元平塚で生まれ、育ち、現在
59 歳で年男戌年であり、現在中原に在住しております。
小学生の頃は、野球をやっており、マンガ「巨人の星」の
影響で背番号 16を付けピッチャーをやっていたが、コン
トールが悪く、野球はあきらめ、中学生からバスケットを
始めまたが、高校からは帰宅部となってしまいました。
大学ではユースホステル研究会のサークルに所属し、旅行
に良く出かけておりました。このユースホステルという宿泊
施設をあまり良く知らなかったのですが、青少年の旅行活
動を振興するためにドイツのリヒャルトシルマンが創設し
た宿泊施設です。旅行をするだけでなくボランティア活動
なども行っておりましたが、現在はだいぶ様変わりしたよ
うです。
　就職は縁があり、地元の平塚信用金庫に就職させてい
ただき現在に至っております。
家族は父親はおりますが、脳梗塞を患い現在は施設でお
だやかに生活しており、あと妻と31 歳の長男と27 歳の

「入会記念卓話」
卓 話
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平塚信用金庫
梅干野修司 会員

次男がおりますが、昨年長男が結婚し娘が1人増えました。
　趣味は、スポーツ観戦で特にベルマーレは昨年ホーム
ゲームすべて観ました。ゴルフは月1回行ければいいな
と思っています。
　今回、この卓話をするにあたって何をお話しようかと思
い、色々考えたのですが、これを切欠に自分の珍しい名字
について調べてみました。なぜ「梅干野」と書いて「ほやの」
と読むのか私も不思議に思っており、由来をネット等で調
べたところ、現神奈川である相模発祥で伝統的な名字で
あると書かれておりましたが、何が伝統的だとかは書い
ておりませんでした。
　分布としては平塚市に約 20 人、東京都世田谷区、茅ヶ
崎市、藤沢市に少数おり、全国でおよそ40人、全国順位
47,074 位で非常に少ない名字である。珍しい名字ランキ
ング漢字三文字部門で 23位、ちなみに1位は「奉日本」
で「たかもと」と読み、大阪に 1世帯だけと言われてお
ります。（ランキング 84,443 位）
昨年 8月に放送されたＴＢＳの朝チャンの番組のなかで
珍しい名字として紹介されたそうです。
別の「ほやの」姓では、保屋野（長野県上田市発祥）、
穂谷野（小田原市）、保谷野（八王子　）等もあります。
ネットで検索していると良く出てくる有名人として、梅干野
晃（アキラ）で東京工業大学名誉教授・放送大学教授、
梅干野成央（シゲオ）は信州大学准教授、梅干野安未（アミ）
はオルガン奏者で出てきます。名字を調べていくうちに
日本には色々変わった名字があることわかり、珍しい名字
の順位も紹介させていただきます。

＊珍しすぎて読めない名字ランキング　　　
1位　勘解由小路（かでのこうじ）
2位　蟋蟀（こおろぎ）
3位　南足（きたまくら）

＊読めそうで読めない名字ランキング
1位　九（いちじく・いちのく）
2位　五六（ふかぼり・ふのぼり）
3位　七五三（しめ・なごみ）

このように梅干野という名字は珍しいのはわかるのですが、
由来までは詳しくわかりませんでした。今後定年後にでも
暇になったら家計図でも作って先祖をたどっていきたいと
思っております。
　以上、入会卓話とさせていただきます。つたない話で
申し訳ございませんが、今後もご指導のほどよろしくお願
いいたします。ご清聴ありがとうございました。

梅干野修司

入会（平成29年4月20日入会）記念卓話
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委員会報告

2月01日（木）
2月08日（木）
2月15日（移動例会）
2月22日（木）

レーシングドライバー　柳田真孝様
YEG会長　牧石高明様
10日(土)　　I.M.
夜間例会　神道扶桑教 管長 宍野史生様

現在ございません

・特別委員会　委員長　清水裕
　1月24日、平塚リトアニア交流推進実行委員会が開催
　されました。その中で、平塚ロータリークラブはサポート
　部会に所属になり、リトアニアのＰＲ、協賛等の担当に
　なりました。3月25日、平塚市総合公園にてスポーツフェ
　スティバルが開催されます。リトアニアのブースが出店
　されますのでご興味のある方は、是非、ご来訪ください。
　新しい情報等が入りましたら、適宜、会員の皆様にお知
　らせさせていただきます。

・青少年委員会　委員長　瀬尾光俊
　第 48 回平塚市少年少女マラソン大会が３月３日（土）
　に開催されます、会員の皆様におきましては、是非、
　ご出席お願いいたします。併せて、4月28日（土）、
　平塚市緑化祭りが開催されます。こちらも併せてご出席
　をお願いいたします。

・会員研修委員会　委員長　関口幸恵
　2月8日（木）、第２回新会員研修セミナーが開催され
　ます。大谷ガバナーが出席されます、他クラブ会員も出
　席予定で、交流を広げる良い機会でもありますので、
　新会員以外の方も是非、ご出席下さい。懇親会では美味
　しいイタリアンも予定しています。出席可能な方は、1月
　31日までに事務局吉野さんまでお願いします。

卓話者ご紹介

講話が終わり片野会長と記念写真です

◎平塚青年会議所新年賀詞交歓会が本日18:30よりサン
　ライフガーデンにて開催されます。
　片野会長が出席されます。

◎過日お知らせ致しましたが、平塚湘南RC主催の「ポリ
　オ撲滅チャリティーゴルフ大会」が3月12日（月）レイ
　クウッドゴルフ場で開催されます。
　同時に湘南 7RC 親睦ゴルフ会も開催とのお知らせをい
　たしましたが、いろいろなご意見により湘南 7RC 親睦
　ゴルフ会は今回は中止となりました。
　改めて後日開催予定といたします。

◎「第48回平塚市少年少女マラソン大会」が3月3日（土）
　に開催されます。
　本日お知らせを全員に配布してありますので、ご回答を
　2月1日（木）までに事務局までお願いいたします。
　日時：2018 年 3月3日（土）　
　受付：午前 8:00より
　開会式：午前 9:00
　閉会式：午後 12:00（予定）
　場所：Shonan　BMWスタジアム（平塚競技場）
　　　　正面玄関
　会員の方は 8:30までに会場にお集まりください
　お弁当の手配がありますので、ご返信を必ずお願い致
　します。

◎大磯ロータリークラブ主催の東日本大震災孤児・遺児
　支援のチャリティーコンサートが開催されます。
　日時：平成 30 年 3月11日 (日 )　
　　　　13:00　開場　14:00 開演

幹事報告

鳥海衡一、森誠司、柳川正人会員

　場所：大磯海の見えるホール
　　　　（大磯駅より徒歩 1分「聖ステパノ学園」内
　入場料：￥2,000
　詳しいご案内を各テーブルの上に置いてあります。
　お申し込みされる方はご案内の2ページ目の名簿に〇印
　をお願いいたします。ご家族ご友人をお誘い多くの方の
　申し込みをお願いいたします。

◎第45回平塚市緑化まつりが開催されます。今年度も当
　クラブより「巣箱づくり教室」を出展参加致します。
　日時：4月 28日（土）　9:00 ～ 17:00
　詳細は決定次第ご連絡を致します。皆様のご協力を賜
　りますようお願い申し上げます。

梅干野 修司（ほやの しゅうじ）会員
 
・昭和 33 年 5月 31日生まれ（59 歳）
 
経歴
・昭和 57 年 3月専修大学経営学部経営学科卒業
・昭和 57 年 4月平塚信用金庫入庫
・平成 15 年 4月伊勢原支店支店長
・平成 19 年 4月座間支店・海老名支店支店長
・平成 23 年 4月営業統括部長
・平成 26 年 4月厚木支店・愛甲石田支店支店長
・平成 29 年 4月執行役員 本店営業部長（現職）


