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◆ 会長あいさつ

さて、私事ですが、一昨日の日曜日は「東京マラ

森

勇一会長

ソン」に参加して参りました。

皆さんこんばんは、昨日、3/4 は、3/16 に開催され

例年ですと、2 月の最終週の日曜日に開催される

る IM(インターシティミーティング)の最終会議が、八

のですが、何故、今年に限って 3 月なのかなあと疑

潮市の「寿会館」にて開催されました。八潮ＲＣの瀬

問に思っておりましたが、その謎が 2/24 に分かりま

田実行委員長の熱意が感じられる素晴らしい会議

した。天皇陛下、在位 30 年の式典が開催されたか

でした。

らです。皆さんもテレビで御覧になられたと思いま

草加地区会員さんの出席数は、草加中央ＲＣ、草

すが、衆院、参院の両議長が、陛下にお祝いの言

加シティＲＣさんが、多数の参加が期待できないの

葉の末尾に、「これからも天皇家の弥栄をお祈り申

で、我々草加松原に期待していると 2/26 に懇願さ

し上げます。」とお話されておりました。

れておりました。結果、草加松原からは 20 人以上の

どういう意味だか皆さんは、お分かりのことと存じ上

参加申し込みがあったので、丁重に御礼の言葉を

げますが、「弥栄」とは、「馬の小便ではなく、牛のよ

頂きました。本当に喜んでおられましたので、草加

だれであれ」という例えだそうです。

松原の会長でよかったなあと実感した次第です。

益々のご発展、繁栄を望むのではなく、細くても絶

草加松原のメンバーの皆さん、御協力誠にありがと

えることなく、ずっと続くという意味なんですね。

うございます。

我々の経営についても同じことが言えるのではない

２６日は、朝から、漸草庵の百代の過客にて、草

でしょうか。カジュアル衣料の○○タウンではござい

加市へ寄贈した桜「神代曙」の植樹式典もございま

ませんが、瞬間的に、一躍有名になって爆発的なヒ

す。朝晩と恐縮でございますが、皆さま、何卒、宜し

ットを生むことはせず、地味で小規模でも構わない

くお願い致します。

から、ずっと続く企業でありたい。
まさに、弥栄です。どうか皆様もそうあって欲しいと
思います。
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皆さんこんばんは、私は 13 日で 53 歳になります。自分の誕生日を忘れておりました。毎年、誕生日にはかみさ
んを連れて、おいしい料理を食べに行きましょうと続けているのですけど、今年はまだ考えていないのですが、お
台場で昔「日航ホテル」というホテルで今は、買収されてしまい、従業員も入れ変わったと聞いています。料理は
上手くなったかといとそうでもないようですが、お昼や安く、食べがいがあると聞いています。ビュッフェスタイル、
糖尿病を気にしながら食べに行ってみたいと思います。かみさん孝行を誕生日にはしたいと思います。

皆さんこんばんは、誕生祝ありがとうございました。今月で 77 歳になります。数えてみましたらこのクラブで 6 番
目です。いつも田舎の同級会が 3 月下旬にあるのですが、今年は 24 日ですか日曜日に！
2・3 年言っていなかったので、77 歳になったのでみんな集まるのではないかと思って、久しぶりに行ってみようと
思っています。ありがとうございました。

皆さんこんばんは、今日は誕生祝ということで皆さんからお祝いをいただきありがとうございます。早いもので
私も 80 を迎えました。ずいぶん月日を過ぎてきたのかとの思いがするわけですけど、80 を迎えたということで、
先月家内と「スペイン」のほうに行ってまいりました。「世界遺産巡り」をしてまいりました。非常に風光明媚という
か気候的には暖かい時期であったわけであります。「モンセラット協会」や「サグラダファミリア」など、家内と二人
で杖をつきながらの旅ということではありましたが、一つの良い思い出になったと思っております。
長い人生の中には色々なことがあると思いますが、節目・節目には、考えてみますと、結構いろいろなことがあ
りました。
60 歳の時には取引先の大型倒産に引っかかってしまいまして、当時で今思うと建売 1 軒分くらい引っかかって
しまい、うちの会社やっていけるのかな？との思いをしたわけですがそれも何とか切り抜けてまいりました。
70 歳の時には、食道癌に侵されまして、これで人生終わりかなと思ったわけでありますが、それも何とか切り
抜けることができた。
そして 80 歳の時には、憩室炎の手術、股関節の手術ということで、これも病に侵された 80 歳なのかなと思っ
ております。振り返ってみると、親父が 88 歳で亡くなったわけでありますけど、親父まで数えると、あと 8 年ありま
すのでこれから親父を思い出しながら 88 歳まで何とか頑張ろうよというようなことでこれから家内共々楽しい人
生を送りながら終活に入っていこうと思っております。
日々現役でいることが自分の仕事なのかとそんな風に思っております。これからも皆さんのお力添えをお願い
申し上げてごあいさつに代え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。

また今年も皆さんにお祝いいただきましてありがとうございます。私たちの結婚記念日は 3 月 30 日になりま
す。この 3 月３０日を選んだのは、妻の誕生日が 3 月 30 日なので忘れないようにとこの日にしました。
妻が新幹線など好きなので、昨年は、「かがやき」という新幹線が「金沢」まで走っていますのでそれに乗りまし
て、そのあと、特急に乗り、加賀温泉まで行きました。
妻は温泉が好きなので、今年も私が計画しまして、妻が喜ぶような旅館を取りまして、金沢の加賀温泉の去
年と違ったところに行くことになっております。
諸先輩方の話を聞かせていただく中で、もう少し年月を重ねて、池田さんや長谷部さんのような旅行をいつか
は夫婦で味わっていきたいと思います。
これからも健康で仲良く暮らしていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。どうもあり
がとうございました。

遅くなってすみません、火曜日は自民党の役員会と重なってしまうのです。早く終わったので飛んできまし
たが、誕生日ということは忘れていました。3 月 26 日で 78 歳になります。若いと言ってください(*^-^*)
先日もゴルフをやったのですが、全然飛ばないので、ゴルフは辞めようかなと思いました。
どうもありがとうございました。

皆さんのお手元に「外来生物の最新事情」というパンフレットをお渡しさせていただきました。私は環境推進協
議会の委員として長い間務めていますが、草加市で今年 3 月末までに「生物多様性そうか戦略」を作成してい
ます。草加市も都市化が進みまして、たくさんの生物が消滅しています。その１つは、河川が汚れてきている。
都市化が進み屋敷林がなくなってしまった。草加市で育った皆さんは、昔はカブトムシやヘビなどいたと思いま
す。そのような生物が住むことができなくなってしまった。このままでよいのだろうかということで、草加市で改め
て「生物多様性そうか戦略」を作っています。今回講演会があるのですが、講師の五箇公一先生、写真をみる
と何処かの○○みたいな感じがするのですが、この方はこれがトレードマークなのです。国の研究機関などで
も研究されているかたで京都大学・大学院を卒業して、日本の昆虫の第一人者と言われている先生です。先
生はいつも黒縁眼鏡をかけ、黒いシャツを着て、どこにでも出かける方です。この先生の講演を聞くのはなか
なか難しいのです。かなり前からアポイントを取って、ようやく 3 月 30 日に講演をしていただけることになりまし
た。定員が 80 名ということですので、いっぱいになるかわかりませんが、
皆様方で興味のある方は、お声掛けいただければ私のほうで枠を
取りたいと思います。是非ご参加いただきたいと思います。
「生物多様性」とは難しいことなのですが、簡単に言いますと、
われわれ人間もそうですが、ひとりでは生きていけない！
食べ物がなければ人間存続することができません！今地球上に
3000 万種といわれる種があるわけですけど、1 年間に 4 万種、
絶滅していると言われております。
このような状況の中で、今の環境を維持する、あるいは保存して
いくには、非常に大切なことになるのです。草加の現状を見て
いますと、蛙がいるから蛇もいる。そのような食物連鎖ということも
あるのです。われわれ人間もそうですが、食をすることができな
ければ、生存することはできないわけです。ですから「生物多様性」
と難しいことではなくて、色々な種がかかわりを持つから生存する
ことを言っているわけです。ですから時間がある方は来ていただき
たいと思います。よろしくお願いいたします。

＊3 月 26 日は、皆さんお待ちかねのお花見例会
です。本日の理事会で場所など詳細が決まる
と思います。皆さんご予定に入れていただき、
多くのご参加をお待ちしております。
＊4 月 2 日は、「第 2 回森・二階堂祐司杯ゴル
フコンペ」を千葉カントリークラブ、川間コース
で行います。ちょうど桜の時期できれいだと思
います。
3 月 4 月と桜尽くしということで沢山のご参加を
お待ちしております。宜しくお願いいたします。

草加松原ＲＣから草加高校の評議員として私が 6 年間
くらい出ていまして、2 月 19 日に評議委員会が開かれま
した。年に 2 回開かれます。草加松原ＲＣから 1 名、獨協
大学から 1 名、近隣の小中学校校長から 1 名、草加高校
ＰＴＡ後援会会長 1 名の 4 名で構成され、学校からは、学
校長に各学年教諭に生徒会長で話をし、学校の中を見
学する。その他入学式、卒業式、体育祭などにお声がか
かる。私の前は辻本さんがされていました。私も長くして
いましたのでそろそろ交代していただきたいと飯山さんに
お話ししたところ、快諾していただきました。森会長には
先ほどお話いたしました。皆さんのご賛同が戴けましたら
交代をして飯山さんにやっていただきたいと思います。草
加高校の校長先生もぜひ草加松原さんから引き続きお
願いしますということですのでよろしくお願いいたします。
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誕生祝・結婚祝
３月５日

金額

千代田
レセプション

ニコニコＢＯＸ

26,000 円

３月５日
会員総数
43
出席免除
8
出席適用
35

森

四季亭

累計

538,000 円

出 席 報 告
出席
18
ＭＵ
2
出席率
57.14

皆さんこんばんは、幹事報告です。
＊植樹式について
草加市文化会館の庭「漸草庵」前に寄贈した「神大曙
桜」の植樹式、ご都合のつく方はご参加をお願いいた
します。
日時 3 月 16 日（土） 午前 9 時
＊ＩＭについて
開催日 3 月 16 日（土）
点鐘
午後 3 時 30 分
駐車場があまりないので皆さん乗り合わせでご来場
くださいとのことです。
今回のＩＭの席はクラブごとではなく、シャッフルでの
座席になります。

勇一会長 ３月生まれの皆さん、お誕生言おめでとうございます。
結婚記念日のみなさん、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・誕生祝いの会員の皆様おめでとうございます。
池田 国雄会員 誕生祝ありがとうございます。これからも楽しい日々を過ごしていきたいと思います。
飯山 英彦会員 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 あっという間に 2 月が過ぎてしまいました。ひな祭りもあっという間に過ぎてしまいました。
「光陰矢の如し」
岡田 明久会員 遅くなってすみません、他の会議が早く終わったので駆け付けました。
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。
勝浦 雅和会員 先週は商工会議所のサービス事業部会の視察で休みました。豊洲に行ってきました。
広すぎます。何もありません。
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。
木村 博行会員 お誕生祝・ご結婚祝お皆様おめでとうございます。春近くなり、暖かくなりましたが、
花粉症がつらいです。花と涙に負けずがんばりましょう！
篠宮 時雄会員 誕生・結婚祝いの皆様おめでとうございます。
関
洋会員 3 月に入り、来院患者は花粉症が多くなりました。
田中 和郎会員 誕生祝ありがとうございます。明日は啓蟄です。
松並木の「こも」もたぶん外されるでしょう。一歩ずつ春らしくなってきます。
富永
悟会員 誕生付きの皆様、結婚記念月の皆様、おめでとうございます。
長谷部健一会員 確定申告頑張っています。お誕生日、結婚記念日祝いの皆さんおめでとうございます。
福本 孝昭会員 誕生祝・結婚祝のみなさん、おめでとうございます。
来栖 勝幸会員 誕生日・結婚記念日祝いの方々おめでとうございます。

