
  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◆ お客様   

2016-17米山奨学生 謝 振宇君 

◆ 会長あいさつ      富永 悟会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

１０月３日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、日曜日に宿場まつりのパレードが

ありまして、ロータリーもパレードに田中会員会田会員・

飯山幹事・佐々木ガバナー補佐と 5 人で参加させてい

ただきました。当日は天気も良くて今までにない、今回

で 15回目になりますけど、人の賑わいもあって、活気づ

く一日でありました。私もそれに乗じて飛び跳ねていた

のですが、昨日になって足がつけない程痛くなってしま

いました。今日医者に行って来ました。このようなわけ

で明日のゴルフは残念ですが欠席をさせていただきま

す。ご了承ください。 

 今月はロータリーも「経済と地域社会の発展月間」「米

山月間」という事で一昨日の「宿場まつり」などはまさに

地域社会の発展という事で地場の商店街を活気つけよ

うという形で始められたイベントです。そのようなところ

に参加できたこと喜ばしい事と思います。 

 そして米山月間という事で１７日の例会は米山記念館

へのバスツアーを企画しておりましたが、商工会議所な

ど色々な会議と重なってしまったため、バスツアーは変

更させていただきまして米山の事業についての例会を 

  

 

第２５９回 例会 １０月１０日 草加市文化会館          
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幹事 飯山 英彦 

会 長：富 永   悟 

幹 事：飯 山 英 彦 

 

例会日：毎週火曜日 19:00～20:00 
例会場：草加市文化会館 
事務局：草加市青柳 8-56-21 
    TEL/FAX 048-967-5315 
    PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp 

国際ロータリー第 2770地区第 9グループ 

草 加 松 原 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  

行いたいと思います。 

１０月２４日は、「世界ポリオデー」という事でポリオ

の事業をやりましょうという事ですが、我々といたしま

しては１１月３日の「ふささら祭り」にポリオの寄付を募

るという形で参加をする予定でございます。皆様も奮

ってご参加いただきポリオ撲滅に寄与していきたいと

考えておりますので皆様どうぞ宜しくお願い致します。 

２０１７‐１８年度 国際ロータリーテーマ 

ロ ー タ リ ー ； 変 化 を も た ら す 
 

幹事報告    飯山英彦幹事 

みなさんこんばんは、幹事報告です。 

＊国際奉仕という事でフィリピンマリキーナイー

ストＲＣとの共同事業のために１０月末にフィ

リピンに行く予定になっておりますが、瀬戸会

員は選挙の関係で行かれないかもしれないと

いう事ですが会長と行って事業はしっかりと

やってきたいと思います。 

＊毎週お伝えしておりますが、ガバナー公式訪

問の開催日が１１月２７日月曜日と通常と曜

日が違いますので宜しくお願い致します。 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘         幹事報告 
ロータリーソング    委員会報告 
四つのテスト          ＳＡＡ報告 
お客様紹介         出席報告 
会長挨拶         閉会点鐘 

    卓話 来栖勝幸会員 
   

 
 

    

http://www.ac-illust.com/main/detail.php?id=89214&word=%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%97%E3%82%99%E3%81%AE%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A02


 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚記念日 10月 2日    富永 悟会長 

皆さんこんばんは、10月 2日に結婚をしたという事を再確認しました。

結婚祝を頂けるのはロータリーくらいなので数十年前の話なので忘れて

しまうのですが、僕が 22歳の時に結婚しまして、嫁さんとは 19歳の頃か

らお付き合いを僕は大学に通っていて、彼女は高校を卒業して就職した

という形で学年は一緒ですが僕が早生まれなので奥さんの方が 1 年年

上の形です。「金のわらじを履いて探せ」などと言われた良いお嫁さんを

貰ったと今でも思ってはおりますが、ひとつ難点と言えば、僕のお願い事

をことごとく聞いてくれない。色々と見えない所では全てやってくれている

ので無難に生活ができているのですが、お願い事は聞いてくれないので

すね 

今年度会長を受けるにあたり、1 年の間に一度で良いので家族例会

に来てと昨年から言っていますが・・・独り者と思われているかたもいま

す。年末にお正月の買い出しの際は一緒に行きますが、その時に知り

合いに会いますと皆奥さんいたの？とびっくりされます。僕の力では難し

いので皆様もうちの会社に来た際は「みんな待っているよ」などと声をか

けていただければと思います。ありがとうございました。 

 

結婚記念日 10月 10日     

大塚嘉一会員 

皆さんこんばんは、私もそうだっ

たなと思いだしました。私が結婚し

たのは 42 歳の時です。女房は 10

歳下です。先輩の弁護士がお見

合いしないと声をかけてくれ 3 か

月後に結婚しました。女房の方

は、友達に 1 人者がいるから会っ

てみないと言われたそうですが、

凄い年配が来ると思っていたらそ

れほどでなく、まあいいかと結婚を

決めたそうです。 

ロータリー頑張りますので宜しく

お願い致します。 

 

結婚記念日 10月 13日 牛山信康会員 

皆さんこんばんは、結婚のお祝いをしてい

ただきありがとうございます。忘れてしまいま

す。子どもの方がよく覚えています。特に娘で

すけど、お父さん今日は何の日か知ってい

る？お母さんにプレゼントしないのなどと言わ

れ、忘れたなどというと、そんなこともしないの

などというような顔をされて言われてしまうの

が常々です。 

自分の年齢から結婚した時の年齢を引く

と、結婚生活 32 年になりました。まだまだお

互い仲良くしなくてはと思っています。日頃大

きな変化もなく過ごしています。最近は言い

争いもしない、基本的には相手の気持ちを忖

度することが一番良いかな、向こうが何か言

っても決して排除しないことが、政治の言葉で

はないですがそのように暮らしていくのが一

番良いのかと思いながら穏やかに暮らしてい

る今日この頃です。ありがとうございました。 

ロータリー情報      木村博行会員 

皆さんこんばんは、ロータリー情報ですが、10 ページに米

山が 50周年という事で年表が載っております。67年に設立、

1960年代から 2010年代まで載っています。 

1960 年代は東京オリンピック、70 年代は大阪万博、80 年代

はつくば万博、ロータリーも 100 万人突破とロータリーも一番

いい時代だったのでしょうか！90 年代はきな臭い感じがしま

す。 

2000 年代は同時多発テロ、リーマンショック、東日本大震災

など 50 年というと短い感じもしますが、このように見ると色々

なことがありました。 

 反対側から開くと 7 ページに難民問題、昨年国連の方の卓

話を聞いた記憶がありますがその時に聞きましたが「4 つの

敵」利己心・無関心・想像力の欠如・認識不足と書かれてい

ますが、このような話を聞いたなと思いました。無関心・認識

不足は大きな問題だと感じました。 

北朝鮮のことなどを考えると日本も安全ではないなとも感じ、

このような問題にも関心を持たないといけないとも感じまし

た。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生 锡林高娃さん 

皆さんこんばんは、先月の 9月 17日、老人ホームに行って米山奨学生の皆様と一緒に奉仕活動に参加して

来ました。先週皆様も写真をご覧になったと思いますが、皆自分たちの民族衣装を着て紹介したり、歌ったり、

踊ったりなどをしました。うちのグループは、「時の流れに身をまかせ」と「乾杯」を歌いましたが、練習不足もあ

りまして、上手に出来ませんでした。また、その日外は雨が降り涼しいでしたが、私のきた民族衣装は秋バージ

ョンのもので室内では暑いでした。ですが、皆様と一緒に思い出になる 

素敵なときを過ごすことができまして大変良かったです。 

 学校はいつものように忙しいですが、そろそろ第２次中間報告論文を 

提出する時期が近づいてきていますので、これからますます忙しい日々 

を送るでしょうと思っています。この第２次中間報告論文の審査期間で、 

審査員と面談を行いますので、今年の冬休みは帰国できなくなりまた。 

ですが、あと一年間だけ残っていますので、笑顔で帰国できるように 

頑張ります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

 

結婚記念日 10月 21日     森 勇一会員 

皆さんこんばんは、10 月 21 日が結婚記念日です。27 年目になります。今回結婚記念のお祝いに我孫子で

やっていた日本女子オープンゴルフに連れていきました。目の前で渡邊彩香がロングホールを飛ばすのです。

ツーオンしようと思って左に引っ掛けて僕の前に合った芝刈り機にぶつかり林の奥に入っていってしまった。Ｏ

Ｂがないからどうするのかと見ていましたら、何事もなかったかのように堂々と歩いて来て林の中に入っていく

のです。そしてもう一度グリーンの方に歩幅を測りながら歩いていくのです。キャディーも歩幅を測って歩いて

いく、どうやって打つのか見ていましたが、2ｍ以上上がると松の枝があり、絶対に出ない！転がすにも無理、

みんなどうやって打つのかと期待していたら、ちゃんとピンそばに付ける。凄いです低空飛行でライナーの様に

トップしたと思ったら、グリーンのエッジの所でワンクッションしてそのまま、何事もなかったかのようにパーを取

ってしまいました。凄いですね！今日は素晴らしいものが見えて良かったね、これが結婚祝のお祝いで良かっ

たと言ったら何を言っているの「我孫子の会員権よ」と言われました。年が経つにつれて欲望が願いながらゴ

ルフの話はしないでおこうと思ったら明日ゴルフでまずいな～という感じです。ロータリーは火曜日ではない

の、本当に？証拠を持ってこようかと言ったらそれは良いけどと、順位表を必ず持って帰ろうと思います。今で

も「昔とった杵柄」はないですが、ＪＣの頃の恨みがかみさんはあるようです。信用はしてくれないですね！フィ

リピンに会社を作ったことも怪しんでします。遊びに行っているのではないの？と、ロータリーで奥様が出るよう

な機会は極力連れてこようと思っています。皆さんからちゃんとやっていると援護射撃をしていただければと思

います。今日はありがとうございました。 

 

2016-17派遣生帰国報告会    

            大塚嘉一青少年奉仕委員長 

皆さんこんばんは、10 月 1 日日曜日に報告会が春日

部で行われました。20 人くらいの高校生、当クラブから

の安藤君も元気に報告をしていました。 

みんなすごいですね、ユーモアを交えての外国に行っ

て苦労した話、楽しかった話など報告してくれました。安

藤君はクラブの皆さんに宜しく言ってと言っていました。 

 日本人も変わってきましたね、私が高校生の頃は 

大勢の前に立たされたら一言も話すことはできなかっ 

たと思います。今の高校生は凄いですね、パワーポ 

イントを駆使していました。 

 彼らが大きくなった時に日本もまた世界に誇れるよ 

うな国になっていたらうれしいと感じました。 

ゴルフについて 

           牛山信康 副キャプテン  

皆さんこんばんは、明日いよいよ草加松原杯親

睦ゴルフコンペが開催されます。明日は天気が良

さそうという事で良いプレーができると思います。 

先ほど会長からも話はありましたが、足を悪くし

てしまったという事で参加が出来なくて残念です。 

プレーはできないけど、コースまで挨拶に行こう

かと言われましたが、来なくてよいと言いました。 

商品等たくさん用意しましたが、良いものがあれ

ば持ち寄っていただければと思います。楽しくやり

たいと思います。宜しくお願い致します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 3 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 24,000 円 累計 271,000 円 

10 月 3 日  出 席 報 告 

会員総数 40 出席 20 

出席免除  7 ＭＵ ５ 

出席適用 33 出席率 75.76 

今後のプログラム 
10/17  米山について          レセプション 

10/24  卓話  福本孝昭会員     レセプション 

10/31  卓話 東武新聞社      第２会議室 

井出和志様  
          
 富永  悟会長 結婚祝いの皆様おめでとうございます。私もいただきましてありがとうございます。 

飯山 英彦幹事 誕生祝・結婚祝いの皆様おめでとうございます。 
牛山 信康会員 秋本番、朝・夕はすっかり秋らしく涼しくなってきました。庭の虫たちもあちこちできれい

な音色を奏でてきた今日この頃です。 
大久保雄司会員 段々と秋らしくなってきました。 
大塚 嘉一会員 息子とステーキ屋に行きました。息子はヒレを 300グラムたいらげました。私が子どもの時

はステーキなんて食べたことなかった。 
岡田 明久会員 久しぶりの出席で皆さんに忘れられたかな？忘れられないように出席するよう努力します。 
小笠原薫子会員 10月のご結婚祝いの皆様おめでとうございます。めっきり秋らしくなりましたネ。明日はき

っとゴルフ日和でしょう。私は明日終日会議で缶詰ですが皆様頑張って下さいませ。うらや
ましいです～ 

川井 大輔会員 誕生祝・結婚祝の皆様おめでとうございます。 
河井 孝夫会員 結婚祝おめでとう 
勝浦 雅和会員 すみません、早退します。 
加藤 芳隆会員 結婚祝の皆さんおめでとうございます。 
木村 博行会員 ご無沙汰してすみません。10月から真面目に参加します。食欲の秋で最近太り気味です。運

動して体を絞りたいと思います。結婚祝おめでとうございます。 
鈴木 秀世会員 誕生祝・結婚祝おめでとうございます。 
関   洋会員 草加市のインフルエンザの接種が始まりました。ワクチンが不足しており予約電話を入れて

から早めに接種して下さい。 
高橋 昌夫会員 一昨日運動会が無事終わりました。明日は十五夜、すっかり秋ですね。 
髙橋 通泰会員 誕生祝・結婚祝いの皆様おめでとうございます。 
田中 和郎会員 明日の富永・飯山杯第１回ゴルフコンペ、天候に恵まれ楽しめそうです。良かった。 
長谷部健一会員 宿場まつりで富永会長・飯山幹事をはじめとする草加松原ＲＣのパレードはかっこよかった

ですね。結婚祝の皆さんおめでとうございます。 
森  勇一会員 結婚 27 年目を無事迎えホッとしています。途中何度か危機的なことを乗り越えて参りまし

た。よく頑張った妻に感謝・感謝です。 
福本 孝昭会員 結婚記念日の皆様おめでとうございます。 
 

2016-17米山奨学生 謝 振宇君 

皆さんこんばんは、先月中国に行ってまいりました。先ほど皆さんの結婚の話を聞

いていて楽しいなと思いながら聞いていました。 

今回は彼女の家にお邪魔してきました。本当はもっと速く帰って来る予定でした

が、戻ってくる前日の夜に荷物を整理していましたらパスポートがなくて、色々探し

なくて、故郷の湖南州に戻り見つかり何とか帰って来ることができました。彼女のご

家族も良い方で気を使ってくれ親戚など呼んでくれました。日本に帰って来ることが

出来てほっとしました。みつからなかったら卒業できないのではないかと思いまし

た。これを教訓に大事なものはしっかりと保管しようと思いました。 

草加松原ロータリークラブ・第一回富永飯山杯親睦ゴルフコンペについて      

『草加松原ロータリークラブ・第一回富永・飯山杯 

親睦ゴルフコンペが 10月 4日開催されました。 

秋風が爽やかで好転に恵まれ、千葉カントリー 

クラブ野田コースに 16人が参加し、プレーを 

楽しみました。プレー後はパーティーが開かれ 

和やかに談笑し、成績発表がありました。 

優勝は長谷部健一さん、準優勝は内藤一夫さん、 

３位は来栖勝幸さんでした。 

真新しい富永飯山杯カップが長谷部さんに 

手渡されました。次回も是非ご参加下さい』 

山口昭人  キャプテン 

牛山信康 副キャプテン 

 

 

 

 

 


