
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                       
◆ 会長あいさつ          森  勇一会長     ◆ お客様  交換留学生 マグナス・トレンカー君 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２月５日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、今日は車を停めるのに皆さんご

苦労されたと思うのですが、詳しくはわからないのです

が選挙の集まりがあるようです。 

 2 月 19 日からフィリピンのマリキーナイースト RC に

会長エレクトの飯山会員が私の親書を持て行ってくれ

ることになりました。親書の内容をご披露させていただ

きます。 

 親愛なるマリキーナイースト RC ノラ会長 

 昨年 10月 5日は、当草加松原RCを歓迎いただきま

して、暑くお礼申し上げます。 

 過日、その日に調印させていただきました 

「 Procurement of LCD Projector and Smart LED 

Televisions」を Pintong Bukawe National High School

への購入資金 27万円を寄贈させていただきました。こ

れにより、ピントン ブカエ公立高校の生徒さん達が充

実した授業を受ける事ができ、より多くの知識を習得さ

れ、将来、国際社会に貢献されることを心より期待して

おります。 

 本来ならば、私も渡比して、皆さんの歓喜に溢れる

顔を拝見したいところではございますが、今回は、や

むを得ぬ事情がございましてそれは叶いません。誠に

残念です。しかし、また、いつか皆様にお会い出来ま

すことを楽しみにしております。 

 また、お会いいたしましょう。お元気で、草加松原よ

り、心を込めて     草加松原 RC会長 森 勇一 

第３２６回 例会 ２月１２日 草加市文化会館 

会 長：森  勇 一 

幹 事：二階堂祐 司 
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という事で送らせていただきます。 

 話は変わりますが、2 月 3 日節分、皆様はどうされた

でしょうか？私は生まれて初めて、神社に行って参りま

した。どのようなことをするのか、家族も連れて近所の

神社に行ったのですが、袋に入った豆を投げ、それを

拾うのですが、その後に現金が飛んでくるのです。初め

てでびっくりしました。コインです。札は飛んでこないの

ですが、コインがジャラジャラと飛んでくるのです。小さ

い子どもがとても多く、背が低いから拾うのも早いで

す。私は前の方にいましたが、65 円くらい拾いました

が、子ども達は相当拾ったのではないかと思いました。

楽しい行事が日本の伝統行事にあるのだと思いまし

た。このようなことに詳しい方がいらっしゃいましたら是

非卓話でお話しいただければと思います。 

 今日は池田会員が元気になられ、私がお見舞いに行

った時は、白鳳関がひざの手術で入院された病室で素

晴らしい部屋で別荘にいるような気がしました。お元気

になられて例会に来ていただけて本当にうれしいです。

これからも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 瀬戸健一郎会員 
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 先ほどは結婚祝をありがとうございました。誕

生祝・結婚祝をいただけるのはこのクラブだけで

す。 

 私は、国民学校 1 年の時に父を亡くしまして、

それ以降農家をしていまして、お祖父さん・お祖

母さん・おふくろに育てられたわけでございます。

高校・大学と夜学に行かせてもらいました。本当

に良くいかせてもらったと思います。昼間は田ん

ぼに入って、早めに上がって、夜学に行く状態

で、疲れが出てきて眠くなる。行かせてもらえた

おかげで、何とか卒業できると思った矢先に母親

を癌で亡くしました。昭和 37年でしたか、早く嫁を

もらえと、その気はなく、家もそのような状態では

なかったので、お断りしたのですが、たまたま私

の家に泊まっていたお客さんが会うだけでも会っ

てみたらと言う事で、話があってから半年後にこ

んな貧乏状態だからよく考えてと言いましたが、

お祖父さん・お祖母さんを早く楽をさせてあげた

いから来たいと言ってくれ、縁があって今年で 55

年になります。初めは借りてきた猫のようでした

が、今は逆転しました。80 過ぎましても何とかや

っています。     

最近は、足腰が弱って来たのか、以前は信用

金庫お付き合いの旅行など私が行くからと言っ

て、なかなか夫婦で出られなかったものでどちら

かが行っていましたが、最近は行っていらっしゃ

いという事で私が行くと、奥さんは来ないのです

かと言われます。今回もマニラでしたね、私は 13

日から 18日まで信用金庫のお付き合いでスペイ

ンに行くことになっているので失礼してしまい申し

訳ないと思っています。私 1 人です。一緒に行き

たいと思っていますが本人は行きたがらないも

のですから、ともあれ何とか喧嘩しながら何とか

やっています。宜しくお願い致します。 

 

 

 皆さん改めましてこんばんは、私は昭和 26 年 2 月 3 日

生まれで、昭和 53年 2月 4日に家内と結婚しました。一昨

日 68 歳になりました。昨日で結婚して 41 年です。今まで

先輩が話されたていたように良く続いたというのが私の感

覚ですが、60 歳の時に私が還暦になるからどこか旅行に

行こうと南イタリアに旅行しました。シチリア島など回って

きました。その事はまだ若かったのですね非常に楽しかっ

た記憶があります。そしていつ行かれなくなるかわからな

いから 1 年に 1 回は楽しもうという事で今回は地中海クル

ーズ 11日間の旅に行って来ました。その話をたっぷりした

いと写真もたっぷり持ってきましたが、今日はパソコンがな

いという事で次回のお楽しみという事でとっておきたいと思

います。今日は予告編という事で今年の1月4日に成田空

港を飛び立ってスイスのチューリッヒへそこからミラノに飛

びミラノで 1 泊、そして翌朝バスに乗ってジェノバを 1 日観

光して、5000 人も乗れる 18 階建で街が動いているみたい

な大きな船、チベタベッキアに入港してバスでローマへ行

き、バチカン市国など色々なものを見ました。そこからシチ

リア島のパレルモに行きました。そこな 60 歳の時にも行っ

ているのですが、素晴らしい所でミラノ辺りは 9℃くらいでし

たがパレルモは 13・4℃と温暖でした。その後はマルタ島

に行く予定でしたが、地中海は非常に穏やかな海なので

すが、嵐がスペインの方からイタリアに向かってきていると

いう事で、マルタ島に 1泊すると、2日くらい出向できなくな

る。船長が決断して抜港してパレルモからスペインに向か

い一晩中走って予定にないマヨルカ島に行きました。非常

に良い所で楽しめたのですがそこからスペイン、バルセロ

ナへサクラダファミリア、写真をお見せしたかったのですが

その辺を見てまた船で移動してフランスのマルセイユ、素

晴らしい港町でした。そこからジェノバに戻ってバスでミラ

ノへ戻り、翌日成田へ 1月 14日の朝戻ってきました。延べ

11 日間でしたが良い思い出ができました。本編は卓話の

お時間をいただいてゆっくりお話しさせていただきたいと思

います。今日はどうもありがとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんばんは、遅刻をしてしまいました。申し訳ございませんでした。皆さんもご承知のとおりですけど、文化会

館の近く今日は混んでいるなと思っていましたが、文化会館で何かイベントがあり込んでいたようで、ぐるぐる回っ

て駅前の方に車を置きに行きだいぶ遅刻になってしまいました。 

 今日は川口法人会の支部会があり、常任理事なのでそちらに参加をし、間に合うつもりでおりましたが、遅刻をし

てしまいました。そんなことで自分の誕生月だという事も忘れていまして、今ニコニコにも、「結婚祝・誕生祝月の皆

様おめでとうございます」と自分でした！ 

 今年 2月 23日で 53歳になります。皆さんから比べると若いのだから何でもできると言われるかもしれませんが、

だいぶ膝の方も弱ってきまして、尿管結石のけがありまして今日はお腹が痛くて仕事もできないなと思っていました

ら、スッと痛くなくなりまして、排泄の時に出てしまったのかと思うのですが、身体に気をつけながらこれからも頑張

りたいと思っておりますのでこれからも宜しくお願い致します。本日はどうもありがとうございました。 

 

 

 

皆さんこんばんは、お久しぶりでございまして、このような高い事で話すことを全く忘れてしまい、こうして皆さん

の前でお会いできること大変嬉しく思っております。 

半年ほど体調を崩し入院・加療ということで病院を出たり入ったりしていたわけでありますけど、森会長・二階堂

幹事・長谷部さんなどに、わざわざ病院にお見舞いに来ていただきまして、本当にロータリーの仲間と言うか、友情

というものをつくづく感じて非常に心強く思った所でございまして本当にありがとうございました。 

入院した経緯を少し話させていただきます。私は右の股関節が痛く、保木間に苑田人工関節センターという所が

あり、そこに行きましたら、そんなに難しい事ではない、骨を強くするために、よくインシュリンを打たれる方がいます

が、あのように自分でお腹の周りに注射を打って骨を丈夫にする方法があるから暫くやってみよう言う話がありまし

た。たまたまその後、家内とアメリカからカナダの方に旅行に行くことになり、医師に話したら、それも持って行きな

さいという事で行ったわけでありますが、カナダで足が痛くなったのと合わせて、私は憩室と言う持病があって、大

腸の内側にできるのはポリープと言うそうですが、憩室は外側に出来るもので、それが旅先で切れてしまい、大出

血してしまいました。偉い目に合ってしまった。ドクターから借りていったインシュリンのようなものも、お腹の周りに

うちながら旅をしていたわけですが、とても旅行どころではない、注射器は出来れば常温でなく冷たい所で保管と言

われておりましたので、注射器と薬を冷蔵庫の中に入れておりましたが、それを入れたまま、アメリカのニューヨー

クに戻ってしまいました。連絡があり、麻薬ではないとの騒ぎになってしまい、いろいろ事情を話しわかってもらい、

処分してしまった経緯がありました。 

 草加の県会議長でした野口卓爾さんの次男の方が、日テレのアメリカ支社の社長になられたのでお祝いをしよう

と言うことになっていましたが、出血してしまい、お祝いどころではなくなってしまい、日本に戻って来た時にゆっくり

しようと了解をいただきました。病院に行って治療をしてもらいましたが、憩室は特別な治療法はない！物を食べず

に静かにしているのが一番の治療と言われ、行きつけの病院に連絡し、日本に帰ったらすぐに入院させてほしいと

いう連絡をし、日本に帰ってきましたが股関節は痛くなるし、出血はしている。羽田に着いた時にはどうにもならず

に車いすで出てきた。たまたま、家内も股関節が悪くなってしまい、二人とも車いすで、息子に迎えに来てもらいま

したが、無様な姿に親父もおふくろも何やっているのだというようなことで我が家にとっては歴史に残るような一日

になってしまったわけです。憩室は病院に行った時には落ち着いて、ほぼ治っているから入院しなくても良いと返さ

れたわけですが、注射器を貸してくれたドクターの所に行き、股関節が痛くてどうにもならないと言ったら、股関節を

直す前に憩室のＳ字結腸を治療してという事で結局はＳ字結腸を直すための入院をすることになってしまいまし

た。今は腹腔鏡で、できるという事でありましたのでＳ字結腸のある部分を切除する治療をしてもらいました。その

後股関節の手術という事でほかの病院に行き、股関節の手術をしたわけでありますが、たまたま私の入った部屋

が、白鳳が入院した部屋で治って退院したあくる日から私が入るようなことになってしまいましたお相撲さんは付け

人などたくさん来るので普通の冷蔵庫では足りないのか、家庭用の大きな冷蔵庫が置いてありました。そんなとこ

ろに会長以下おふたりの方がお見えになりました。何とか無事に股関節の手術も無事に終わったわけであります

が、成功して退院したあくる日から家内が同じ病室に入院して手術をした状況です。我が家は代わり番に病気にな

り、同じ病室に入院するという事でありました。お陰様で家内も松葉杖から解放され、リハビリに専念しています。似

たもの夫婦と言うわけではありませんが、今日は結婚祝という事で素敵なお花が届きました。家内と一緒に何年経

つかなと計算しました。今日が結婚記念日なのです。指折り数えましたら 55年経ちました。振り返ってみると喧嘩も

しながら、ある時はこのままでは私の人生は良くないから別れてしまおうか思ったこともあるような気がします。今

日、家内にその話をしたら、私もそう思ったことはあると、今だからお互いに笑い話のようなことで生活をしているわ

けでありますけど、最近は人生100年とそうであればあと20年あるわけですから家内とこれからの人生をお互いに

励まし合いながらこれからの人生を過ごしていこうと誓い合ったきょうの一日でした。本当に皆様方に支えていただ

きながらの人生なのかなと思っています。出来るだけ例会出席を楽しみにして、ロータリークラブ、皆様方とのお付

き合いを大事にしていきたいと思っております。本当に今日は結婚記念日の日に皆様とお会いできたこと嬉しく思

いながらごあいさつに代えさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月 5 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 28,000 円 累計 481,000 円 

2 月 5 日  出 席 報 告 

会員総数 43 出席 17 

出席免除  8 ＭＵ  2 

出席適用 35 出席率 54.29 

森  勇一会長 2月の誕生日、結婚記念日を迎えられるみなさん、おめでとうございます。 
素晴らしき 1年でありますように 

二階堂祐司幹事 結婚・誕生祝の会員の皆様おめでとうございます。先週の例会翌日からインフルエンザ A 型
に罹ってしまいました。もし誰かにうつしたらごめんなさい。 

池田 国雄会員 結婚祝ありがとうございます。 
また、病気入院中は会長・幹事さんクラブからもお見舞いありがとうございました。 

牛山 信康会員 今夜西口商店会の会合に出席してから例会場に来ました。 
駐車場がいっぱいでしばらく駐車場で待ってようやく出席できました。 

大久保雄司会員 昨日は立春、今日は中国の春節（旧暦の正月）中国人民大移動の季節です。 
観光で日本へどのくらい来てくれるか？ 

川井 大輔会員 誕生日祝、結婚記念日祝の皆様おめでとうございます。天候不順で体調不良です。 
加藤 芳隆会員 誕生祝、結婚祝いの皆さん、大変おめでとうございます。 
佐々木一男会員 誕生祝・結婚祝の方々おめでとうございます。スピーチ楽しみです。 
篠宮 時雄会員 誕生日・結婚祝いの皆様おめでとうございます。 
田川 富一会員 結婚祝ありがとうございます。55年“しんぼう”しています。 
田中 和郎会員 誕生祝、結婚祝の皆様おめでとうございます。 
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。 
富永  悟会員 誕生月の皆様、結婚記念日月の皆様おめでとうございます。 
長谷部健一会員 2/3が誕生日 2/4が結婚記念日です。目出たく 68歳になり、結婚式から 41年が経過しました。 
        まだまだ頑張ります。お祝いありがとうございます。 

今後のプログラム 
2/19  移動例会           シュガー・ヒル 

2/26  会員卓話            レセプション 

3/5   誕生祝・結婚祝        レセプション 

 

皆さんこんばんは、3月 16日（土）第 9グループのイン

ターシティミーティングがございます。正式な案内が来

ました。   

会場  四季亭   開催時間  午後 3時～ 

全員登録です。皆様ご参加を宜しくお願い致します。 

出欠の名簿を回覧致します。ご記入をお願い致します。 

 4月 1日、第 8G ポリオ撲滅チャリティゴルフの案内が 

来ております。参加をされたい方がいらっしゃいましたら 

声をかけて下さい。 

 先週、インフルエンザに罹ってしまいました。今とても

流行っています。皆さんお気を付けて下さい。噂によ

ると 4回かかる人もいるとのことです。ご注意下さい。 

 

                                     

 みなさんこんばんは、せんしゅうのきんようびから、にちようびまで、ながのにいってきました。 

ロータリーのともだちと、スキーツアーにいきました。 

てんきはほんとうに、いいでした。 ゆき、スキーすべるところはいいでした。 

ほんとうにたのしかった。 まいにち、スキー、いっぱいした。 

よるにともだちと、ゲームした。 

きんようびのたべものは、すきじゃない、どようびとにちようびはいいでした。 

ほんとうにたのしかった。 

そしてこんしゅうのどようびに、えいごぶかつでディベイトあります。 

いまべんきょうしています。 

ありがとうございました。 

https://illustimage.com/?dl=2610

