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国際ロータリーのテーマ

インスピレーションになろう

第３０２回 例会 ８月２１日草加市文化会館
＊＊本日のプログラム ＊＊
開会点鐘
ロータリーソング
四つのテスト
お客様紹介
会長挨拶

幹事報告
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出席報告
閉会点鐘

会員増強クラブフォーラム
８月７日の例会記録
◆会長あいさつ

森

なお、市役所に社会奉仕として「あおば学園」さんに

勇一会長

皆 さ ん こ ん ば ん は 、 例 会 点 鐘 の 際 に 「 BE THE

寄贈してきたことと「れんげ草」にアンクルンという楽

INSPIRATION」と言いながら鐘を鳴らしておりました。

器を寄贈してきたことと、昨日交換留学生の豊島美咲

先週の例会終了後に渡辺会員が「ＴＨＥ」の発音につ

さんを成田空港に見送りに行ったことは後ほど委員会

いてご指摘を受けました。この質問は、何と地区の管

報告で発表させていただきます。

理運営部門セミナーの時に、セミナーが終わり質問
ありますかと部門委員長が問いかけた際に手を挙げ
た方がいて、ここで言う事ではないのかもしれません
が納得がいかないので教えて下さいとの質問が中川
ガバナーは「ＴＨＥ（ザ）」と言っていますが「ＴＨＥ（デ
ィ）」と発音するのではないですかと同じ質問でした。
その場は笑いの渦となりとなりました。中川ガバナー
は壇上に上がりまして実はバリー・ラシン会長が「ＴＨ
Ｅ（ザ）」と発音している。会長が言っている以上「ＴＨＥ
（ディ）」とは言えない、私も中高で英語を勉強してき
たのでそれは知っているけど、あえて会長に合わせ
ましたという事が印象的で「ＴＨＥ（ザ）」と言って鐘を
叩いていました。皆さんもきっとおかしいなと思ってい
らっしゃったのでは思い、余計なことかもしれません
が言わせていただきました。間違ったスペルであって

幹事報告

二階堂祐司幹事

皆さんこんばんは、今日は得に報告することは
ないのですが、先ほど事務局の方から今日配布
した会報の「例会回数と日付、場所」に誤りがある
ので訂正をして下さいとありましたのでお願い致
します。
来週の月曜日の１３日にマグナス君がいよいよ
来日いたしますのでお迎えに行って参ります。皆
さん楽しみにして下さい。
来週の例会 14 日はお盆のため休会になります
のでお間違えのないようにお願い致します。
19 日(日)は、草加松原ロータリークラブ杯の卓
球大会が市民体育館で行われます。卓球の好き
な方は見に来て下さい。9 時からです。会長の挨
拶もありますので宜しくお願い致します。

も会長がそれで始めたとしたら、それで１年間やるの
だなと思った次第でございます。
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例会日：毎週火曜日 19:00～20:00
例会場：草加市文化会館
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誕生祝

８月１日

関

洋会員

皆さんこんばんは、私は昭和３２年８月１日生まれで、パスワード
は簡単なのですがそれは使わないようにしています。
父が入間は飯能だかわかりませんが、埼玉の西の方の
「あさひが丘療養所」という所で私は生まれたそうです。
父の研修場所だったそうです。父も母も秋田生まれで、日本医大の
研修場所がそこだったそうです。２歳くらいまでそこで育ったらしい
です。当時の記憶はないのですが、その後八丈島で３歳から５歳
の３年間育ちまして、兄は八丈島の小学校に行きまして、南国で
したが、今日の様に台風が来ると、家を板で窓を付けないと飛ばさ
れてしまうのです。今は無人島になっていますが、八丈小島と言って電気も通っていないところがりまして、そこ
に往診に行くのに荒れた海を行くのです。橋桁もないので漁船が揺れたところで上に上がったところで岩に飛び
移って行く、そうすると１週間は帰って来られないような所でした。その後いわき市の小川町、磐越東線郡山の
先に言った所で小学校時代育ちました。川に行ったり山に行ったりで草加に来たのは小学校６年生、その時は
草加が都会に感じました。
草加に来たのは、父親が酒屋をやっていました。地方の酒屋は庄屋で色々な農家の人が米を作って収める。
冬を越すのに雪が大変でみんなで酒をたくさん飲む、飯はみんなが作った作物を食べる。あったかく育つ、給料
などはあまりないけど酒を造って出し、みんなで労を労う。それで草加中央診療所を昭和４４年に作った時に同
じような考え方で看護師さんが中学を卒業して住み込みで低賃金を出して働いてもらい、一人前に育ったら地
方に帰るなり、結婚して行く。それで今まで来たが、高校に入った頃は、自分は医者は向いていない、もっとデカ
いことを考えていた。商社マンで世界を駆け巡ろうかとも考えていた。地理の先生が担任でしたが、社会の答案
の後ろに商社マンになるという自分の希望は書いたのですが、高校２・３・年で文科系と理科系を分けていまし
て、文科系に行くと選択肢が狭まると思い、当時は貧乏ではなかったようで浪人してでもなんとかなるのではと
国立大は６回受けました。自分の実力がなかったので仕方がないですが国家試験儲かり、そこから病棟で働く
ようになり、初めて世界が見えてきた。看護師と働くのは良いな～と研修医の時代はどんなに忙しくても良いと
病院にへばりついていたり、国立に行くと時間はあるのですが、働くっていいなと思いました。長い学生時代でし
たので、労働に対する喜びは一塩感じて、教授から小田原に行け、平塚に行けと１年ごとにあちこちに配置され
ましたが、私はその生活を楽しむのが好きでその郷土の歴史の良さを楽しみました。
これからまた難しい時代を超えていかなくてはいけないと思っています。医療のシステムが変わっていく時
代、色々先輩に助けてもらって何とかやって来ましたので、これからも宜しくお願い致します。

暑気払い家族例会について

山口昭人親睦委員長

皆様にはご案内が届いていると思いますが、まだ申し込まれていない方がいらっしゃいましたらお誘いあわせ
のうえ是非ご参加をお願い致します。
本日は厳しい暑さもホッと一息でしたがまだまだ暑さが続くようです。
このように暑さが続くと暑気払いは必要と感じますので宜しくお願い致します。
開催日
８月２８日(火)
場所
明治記念館（ビアテラス鶺鴒）
会費
会員 ￥6,000
ご家族 ￥4,000
※青山一丁目駅から送迎バスを出していただけることになっています。

大塚嘉一社会奉仕委員長
前回は、７月３１日には「あおば学園」に遊具を寄贈したことを報告いたしましたが、８月３日に「れんげ草」障
がい者の方の施設に楽器を寄贈してきました。贈呈式に参加したのは森会長・二階堂幹事・佐々木奉仕プロ
ジェクト部門委員長に私です。インドネシアの楽器で私も初めて見ましたが、「アンクルン」と言う楽器で今日の
会報に出ていますが木琴とは違い、叩くのではなく、揺らして音が出る。素朴な音なのですが、数人でやると魅
力的な音が出るのです。まだまだ知られていませんがこれから人気が出るのではないかと思います。
大・中・小とあり、ぶら下がっていてひとつずつ外せるのです。
楽器は先に届けられていて利用者の方は生き生きと演奏していました。
我々もやってみましょうと「海」を音符が張ってありましたが
即興でやりましたが感動しました。音色が本当に良いのです。
プロもいるというので演奏を聞いてみたいと思いました。
利用者の皆さんは成人の方もいらして皆さん大喜びでした。
楽器は不思議ですが、一体感を感じ本当に得難い体験を
してきました。皆さんのお金がこのような場所で役立っている
という事を感じた貴重な一日でした。ありがとうございました。

長谷部健一会員
皆さんこんばん、会長あいさつにもありましたが、昨日豊島美咲さんが無事に成田空港からオーストリアに
向かって飛びました。今日の会報 3 ページに写真が載っています。美咲さんの草加南高校の同級生 6 人が
見送りに来てくれていて、写真を撮ったりと楽しそうでしたが、このお見送りが終わったら草加南高校に戻っ
て文化祭の準備をするそうです。何をするのかを聞きましたらお化け屋敷をするそうです。森さんと木村さん
は行きたいな～と言っていました。
印象的だったのは美咲さんのお父さんが寂しくてしょうがないとずっと言っていました。昨日は一睡もでき
なかった、娘が心配と言っていました。お母さんと大学生のお姉さんがきていまして、うちのメンバーが 5 人で
した。セキュリティーを通って階段を下りて行ったところで手を振ったら、瀬戸さんが万歳しようというのでしま
したがすこし恥ずかしかったのですが・・・
草加南高校のプチ情報ですが、外国語学科は、女子は 8 割で男子が 2 割らしいです。男性が少なくハーレ
ム状態、見送りに来た子もかわいい子ばかりでマグナム君はモテモテになってしまうのではないかとの心配
もあります。来週はマグナス君を 5 人で迎えに行く予定になっています。6 時 30 分に商工会議所第 2 駐車場
に集まっていただいて出発になりますので宜しくお願い致します。

8 月 19 日(日)に市民体育館で行われました。
森 勇一会長、二階堂祐司幹事
佐々木一男奉仕プロジェクト部門委員長が
参加しました。

8 月１３日（月）オーストリアチューリッヒより７：３５着
のスイスエアラインズで成田空港に到着しました。
12 時間と長いフライトでしたが疲れた様子もなく大き
な荷物をカートに載せ、明るい笑顔で出てきました。
皆さん宜しくお願い致します。
マグナス君が日本来日し、初めての食事はフライド
チキンとポテトフライ！
箸を上手に使って食べていました(*^_^*)

≪お出迎え参加者≫
二階堂幹事・木村カウンセラー・長谷部会員
瀬戸国際奉仕委員長・飯山会長エレクト
豊島ファミリー・荻田

8月7日
金額

ニコニコＢＯＸ

18,000 円

8月7日
会員総数
42
出席免除
8
出席適用
34
森

累計

123,000 円

出 席 報 告
出席
17
ＭＵ
2
出席率
54.88

今後のプログラム
8/28

暑気払い家族例会

明治記念館

9/4

誕生祝・結婚祝

レセプション

9/11

ガバナー公式訪問例会

レセプション

勇一会長 ８月生まれの関さん・木村さん・小笠原さんそして荻田さんお誕生日おめでとうございます。
素晴らしい１年でありますように・・・
二階堂祐司幹事 結婚・誕生祝の皆様おめでとうございます。明日は台風上陸の恐れがありますので外出は控え
ましょう。
会田小弥太会員 誕生・結婚祝の皆様おめでとうございます。
飯山 英彦会員 誕生日・結婚祝の皆様おめでとうございます。
牛山 信康会員 このところの猛暑を避けて山奥のひなびた温泉宿へ行って来ました。とても涼しかったです。
混浴でした。
大塚 嘉一会員 息子が臨海学校から帰ってきました。５００ｍ泳ぎ切ったそうです。そのガッツで人生を泳ぎ
きって欲しい。
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。台風１３号が心配です。
勝浦 雅和会員 お誕生日・ご結婚記念の皆様おめでとうございます。
加藤 芳隆会員 誕生祝・結婚祝の皆さん、大変おめでとうございます。まだまだ残暑が厳しいですから体調に
気をつけましょう。
佐々木一男会員 結婚祝・誕生祝おめでとうございます。
関
洋会員 先週、去年に引き続き富士山登頂しました。宝永山は風で行けませんでした。
高橋 昌夫会員 誕生・結婚祝いの皆様おめでとうございます。台風の進路心配です。
田中 和郎会員 今日は立秋です。熱帯夜から解放され楽な一日です。誕生祝・結婚祝の皆様おめでとうござい
ます。
富永
悟会員 誕生月・結婚記念付きの皆様おめでとうございます。今日は涼しくて快適でしたね
長谷部健一会員 豊島美咲さんのお見送りをしてきました。誕生祝・結婚祝いの皆様おめでとうございます。
来栖 勝幸会員 台風１３号でお盆休み前なのに仕事になりません。もう夏休みモードです。

