
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆ お客様  地域活動支援センター「れんげ草」     

小林幸純様 水谷美和様 島村一重様 

青少年交換留学生 マグナス トレンカー君 

◆ 会長あいさつ        森 勇一会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

９月２５日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、 この前の日曜日に「草加松原

ロータリークラブ杯 バレーボール大会」が行われ行

って参りました。私は知らなかったのですが凄い歴史

があり 53 回大会、53 年もやっている、凄いな～「アタ

ック NO１」よりもっと古いと言っていました。オリンピッ

クで銀メダルを取られた方、センターで神白さん（旧姓

飯田）身長 175 センチとおっしゃっていましたが、ミュ

ーヘンオリンピックの時、女子バレーボールチームが

銀メダルを取った。同じ大会で男子チームは金メダル

を取った。飛行機で帰ってきてタラップを降りた時、マ

スコミの注目は男子の金メダルに集中して自分たち

女子には鼻にもかけてもらえなかった。それが今でも

悔しいとおっしゃっていました。何十年もたった今でも

おっしゃっているという事はよほど悔しかったのだと思

いました。 

 私も冗談半分で始球式やるのですかと聞きました

ら、今日はありませんと、あると聞いていたのでそれ

なりの気持ちで今日は来ましたと言いましたら周年な

ど記念大会の時にはやるのですけど、「どうしてもや

りたければやっていただけますけど」と言われ、 

 

 

第３０８回 例会 １０月２日草加市文化会館 

会 長：森  勇 一 

幹 事：二階堂祐 司 

 

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  

 ２０１8‐19 年度  国際ロータリーのテーマ  インスピレーションになろう 

 

周りにも茶化され、男子 1 コート、女子 2 コートで長谷

部さんと私に草加シティ RC 元草加市議会議長の浅

井まさしさんがお見えになったので 3 人で始球式を行

いました。みんな入りました。写真を撮ってもらいたか

ったですね！結構うまくいきました。練習の球を 8 球く

らいに本番１球打ったのですが、翌日は筋肉痛でし

た。信じられないですね、今は治りました。まだ若いで

すね(*^_^*) 

ロータリーの役職についていると、このような経験をさ

せていただける、本当にありがたいと思いました。 

 後ほど連絡事項で幹事からさせていただきますが、

今日はお手元に「れんげ草だより」が届いていると思

いますが、今日は「アンクルン」と言う楽器、詳しい説

明は後ほどしていただけると思いますが、先日当クラ

ブから贈呈させていただきました。今日はその素晴ら

しい音色を奏でていただけるという事なので、雨の中

お越しになられた会員の皆様も行って良かったときっ

と思って下さると思います。 

 連絡事項ですが、先日「ポリオ撲滅チャリティ―コン

サート」がありますと幹事からご案内させていただきま

したが、１１月２９日（木）１８：３０～場所は「彩の国さ

いたま芸術劇場」チケットは￥3,000 なのですが、クラ

ブで 10 枚購入させていただきました。ご希望の方は

お声かけ下さい。本日中にお分けしたいと思います。

早いもの勝ちです。よろ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 
君が代斉唱        委員会報告 
ロータリーソング    ＳＡＡ報告 
四つのテスト          出席報告 
お客様紹介         閉会点鐘 
会長挨拶          

   誕生祝・結婚祝 スピーチ 
     ロータリー情報 

 
 

    



   

 

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
  

施設長   小林幸純様 

主 任   水野美和様 

支援員   島村一重様 

 れんげ草です、本日はお招きいただきありがとうございます。昨年保護者の方が喫茶店で行われたミニコンサー

ト、インドネシアの楽器「アンクルン」竹製の打楽器でございますが、大感激されたそうです。そこで「レれんげ草」

に演奏者を招いてコンサートをしたいので聞いて下さいということで、昨年 10月19日にアンクルンのプロの演奏者

に来ていただいて演奏をしていただきました。当日は光陽会の理事長をはじめ保護者の皆様にも来ていただき、

５．６曲演奏を聞かせていただきました。それまで「アンクルン」と言う楽器には馴染はありませんでしたが大杉先

生という川口在住の方ですが、昔仕事でインドネシアに行った際に「アンクルン」に魅了され、日本に帰って広めた

いという事で、私達もご縁があり、勉強した中で今年度「れんげ草」音楽活動としてぜひ導入したいという事で最初

の費用としては 1つ分の予算しか計上できませんでした。理事長もアンクルンの演奏を聞いて魅了されて 1人でし

たので、草加松原 RC さんの佐々木さんに相談をしたところ、「れんげ草」で本当にやるのであればと、嬉しいお話

をいただき、４機寄贈していただけました。ありがとうございます。「アンクルン」につきましては、今後光陽会、「れ

んげ草」を含めまして色々な施設に広まっていけばよいなと思っております。竹製の楽器ですから日本人に馴染み

のある木琴系統の音です。うちの利用者、少しずつではありますが、15名いますが得意な子もいます。3人をリー

ダーとして色々な曲をやっています。今年は光陽会のクリスマス会で発表したいと思います。今回 4機もいただき

まして本当にありがとうございました。 

 先日の贈呈式にお越しいただいて、一緒に演奏をさせていただき、音色に魅了された方もいると思います。今日

は皆様と一緒に演奏させていただき「アンクルン」の魅力をしっていただき、れんげ草と一緒にアンクルンを広めて

いけたらと思います。宜しくお願い致します。 

 

アンクルン (インドネシア語: Angklung) とは、インドネシアの竹製の打楽器。  

インドネシア・ジャワ島の西ジャワに起源を持つといわれる。中をえぐってオクターブに調律した 2本の竹筒

とそれをつなぐ竹枠からなり、ゆすって竹筒と竹筒をぶつけて音を出す。音程は竹の長さ・太さによって異

なり、ハンドベルのように何人かで分担して音階を形成する。  

インドネシアの脳卒中センターでは、リハビリの一環としてアンクルンを使用した音楽療法が取り入れられ

ている。 

皆さんで夕焼け小焼けを演奏しました 

 

水谷さん・島村さんによる演奏「ハナミズミ」 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホストクラブ    D-１９２０ ブレゲンツ RC  ホストファミリー  Claus Trenker （マグナス君宅） 

１）健康状態    健康、特に問題なし 

２）通学・勉学   

 今月から学校に通い始めた。学校は BG GALUSに通っている。 

家からバスで３０分と徒歩１０分程かけて通っている。 

スケジュールは毎日異なるが、大体の日は８時～１３時 

３０までが授業で一時間の休憩後５時まで授業がある。 

また休み時間も毎授業に５分しかないため、日本の学校よりも 

かなりハードなスケジュールである。 

また、GALUSはグラマースクールという種類の学校で比較的 

優秀な学生が通う学校なのでとても落ち着いた生徒が多い。 

授業は全く理解できないため、多くの授業はドイツ語の自主学習 

をしている。ホームルームの先生が私のための時間割を作っているため、（英語、音楽、美術、体育を多く取り入

れてもらった）来月からは新しい時間割になる。初日はかなり緊張したが、クラスメートがとても親切なため、お昼

休みなどはとても楽しく過ごせる。学校生活にも徐々に慣れてきた。 

３）家庭生活に関して 

 相変わらずとても親切に接してくれる。今月はチーズケーキとから揚げ作ったらとても喜んでくれてうれしかった。

休日はハイキングや湖に連れて行ってくれた。夕食の後は必ず毎日今日の学校はどうだったか、明日の予定は

何かなどの話をする時間を取ってくれる。分からない事や、やりたい事を言えばすぐに動いてくれて、本当に感謝

しきれない。ビザの申請も無事に済ませることが出来た。 

４）見学・旅行・ロータリーの行事参加など 

 今月はロータリーのハイキングに参加した。プラナアウムという場所に片道７時間電車に乗って行った。標高１５０

０ｍほどの山に登った。かなり疲れた。しかし語学キャンプを共に過ごした友達に会えて、お互いの近況を報告し

合いとても楽しかった。夜は松明を持ってナイトハイクをした。６０人ほどが密集して松明を持ったので、暑かった。

危うく山火事になるところだった。また、学校ではオーストリア軍の見学に行った。実際に使われる戦車に乗った

り、銃弾が入っていない銃と戦車を用いたデモンストレーションを見た。とても貴重な体験をした。 

ホストクラブのミーティングには毎週参加し、カウンセラーとも十分に話す機会を設けてもらっている。また月末は

ドイツの Tübingen という街にロータリアンの方々と同じホストクラブのカナダ人の女の子と旅行に行った。魔女の

宅急便のような街だった。また近くに住むロータリー学生の２人と私でドイツのリンダウに行った。自転車で３時間

程かけ国境を越えた。足が筋肉痛になったがとても良い小旅行だった。 

５）その他全般 

 最初の３か月は本当にきついとよく聞いていたが私はとても楽しい。私のクラスは本当に仲が良く、また私に親切

に接してくれる。お昼休みは初日から街に行くよ！と声をかけてくれた。片道１時間かか

る楽器のお店にも案内してくれて、店員との通訳までしてくれた。早く彼らとドイツ語で会

話できるようになりたい。ただ体育の授業はとてもアグレッシブだった。ドッヂボールを１５

人に対してボールを５個使った。皆が真剣にボールを投げるのが少し怖かった。今月から

地域のブラスバンドに入った。本当はトランペットを吹きたかったが色々とありフレンチホ

ルンになった。バンドのメンバーもとても親切だ。毎週１時間と少ない時間だが、とても楽

しい。今月はとても充実した１か月だった。休日はフォアアールベルクに住むアメリカ、カ

ナダ、オーストラリア、ニュージーランド出身の学生との行動が多かった。来月からは学校

のクラスメートなどのロータリー学生以外との関わりももっと増やしていきたい。 

２か月がたった、時間の流れの速さにとても驚いている。残りの９か月とも充実させれる

よう積極的に行動したい。 

 

                     

 

                   

青少年交換留学生 マグナス トレンカー君 

  みなさんこんばんは、あのね、せんしゅうのきんようび、ローテック

スと「とうきょうシティツアー」あさくさに、いきました。たのしかったで

す。でもあめ！ 

にちようびは、ぼくのともだち、なまえは、ちひろくんとゆうなちゃん、

「カラオケ」にいきました。ほんとうに、たのしかったです。 

でもぼくは、「I can not sing」 わたしは、おんがくは、すきです。 

がっこうは「おんがくくらぶ」 にちようび、ロータリーミーティング 

かすかべです。ありがとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月２５日 ニコニコＢＯＸ 

金額 14,000 円 累計 208,000 円 

9 月２５日  出 席 報 告 

会員総数 43 出席 14 

出席免除  ８  ＭＵ  3 

出席適用 35 出席率 48.57 

森  勇一会長 本日は雨降る中、地域活動支援センター「れんげ草」のみなさま、ようこそおいでいただきま
した。「アンクルン」の演奏が楽しみです。 

二階堂祐司幹事 アンクルン楽しみです。 
飯山 英彦会員 地域包括支援センター「れんげ草」卓話 施設長 小林幸純様・主任 水谷美和様、アンクルン

演奏 島村一重様ありがとうございました。 
牛山 信康会員 光陽会、施設長さん、島村さん、水谷さんこんばんは、ようこそいらっしゃいました。 
川井 大輔会員 れんげ草の皆様、ようこそ。 
木村 博行会員 れんげ草の皆様楽しみにしております。台風２４号心配です。10/7 町会運動会、実行委員長

として是非晴れてほしいです。 
佐々木一男会員 れんげ草の皆さん、いらっしゃいませ、「アンクルン」楽しみです。 
鈴木 秀世会員 今日から涼しくなるのかな、秋は少しさみしいな！ 
田中 和郎会員 今日、倅の市議選事務所開きをしました。近くを通りましたら、是非立ち寄って下さい。お待

ちしています。 
富永  悟会員 れんげ草の皆様、素敵な演奏をありがとうございます。 
長谷部健一会員 社会福祉法人光陽会「れんげ草」の小林様・水谷様・島村様、本日はお足元の悪い中ようこそ

お越し下さいました。9月 30日の「宿場まつり」は晴れますようにして・・・ 
松田 龍美会員 本日はお世話になります。今週の木曜日から私のホームコースであります千葉ＣＣ、野田コー

スで日本女子オープンが開かれます。時間がある方は是非見に行かれると楽しいと思います。 

今後のプログラム 
10/9   卓話 米山記念奨学会について 

                      レセプション 

10/16  卓話 来栖勝幸会員    レセプション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告       二階堂祐司幹事 
皆さんこんばんは幹事報告です。 

＊草加中央 RC例会変更のご案内 
・ 9月 27日（木） 午後 7時点鐘  藤白家 

   9月 29日(土)  午前 10時 
       両新田小学校ふれあい祭りに変更 
・10月 4日（木）  午後 7時点鐘 藤白家 

同 日 
草加市中学校英語弁論大会参加予定に変更 

＊草加シティ RC 例会変更のご案内 
・10月 4日(木)  午後 7時点鐘 中央公民館 

    同日   職業奉仕部門セミナー参加を変更 
メークアップを予定されている方はご確認下さい。 

＊10月 4日(木)大宮パレスホテルで「職業奉仕セミ
ナー」がございます。ラーメンチェーン「日高屋」
会長の神田 正氏を講師に迎え行われます。希
望される方は３０日まで申し出て下さい。よろしく
お願い致します。 

＊草加市「宿場まつり交通安全・防犯パレード」に
ついて 

 9 月 30 日(日)１０：３０～１１：３０ 先日もお知らせ
いたしましたが、集合場所は「おせん公園」南側
曽良像前に 10：20 集合です。 
参加予定者は森会長・佐々木会員・飯山会員の
3名です。ご都合のつく方は是非ご参加下さい。 
よろしくお願い致します。 

 

 

誕生祝 9月 13日 松田龍美会員 
皆さんこんばんは、会長から誕生祝をいただきました。9月 13日で 73 歳になりました。誕生日が来るい

つも思うのですが、3・４年に 1回くらいで十分かな？毎年歳をとるのは嫌ですね！ 
 今週の木曜日から日曜日まで私が所属している千葉カントリークラブで日本女子オープンがあります。 
まだチケットは少し残っていますので行かれる方は是非声をかけていただければ、チケットをお渡しします。 
私も振り返ってみると 23歳の時に入会したので 50年、それだけでも十分な歳だと思うので 23年もプラスし
てしまうと本当におじいちゃんだとつくづく思います。 
一番気になるのは健康です。体にガタが来ると一番歳を感じます。 
腰は何十年も痛いのですが、なかなか治らない！身体に柔軟性が 
なくなると、辛いなと思います。朝お風呂に入ってストレッチをやるなど 
何か考えて毎日過ごしている次第でございます。 
これからも皆さんできるだけ頑張りますので宜しくお願い致します。 
4 日のゴルフは参加させていただき若い人に負けないように気持ちでは 
思っております。誕生日祝、ありがとうございます。 


