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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３３４回 例会 ４月９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
卓話

４月２日の例会記録
◆ 会長あいさつ

森

勇一会長

皆さんこんばんは、先週の火曜日はお花見例会と
いうことで、向島の料亭で芸者をあげて大どんちゃ
ん騒ぎをさせていただきました。本当にありがとうご
ざいました。「おひらきさん」という遊びをさせていた
だきました。次にやるときはコツをつかみましたので
良い成績が出せるのではないかと思います。
今朝は、「第 2 回森・二階堂杯ゴルフコンペ」にご
参加いただきありがとうございました。のちほど、優
勝者の長谷部さんに優勝カップを贈呈させていただ
きます。
私事ですが、先週の水曜日から九州の宮崎県、
「アクサレディースゴルフコンペプロアマ大会」に出
てまいりました。見学もしてきたのですが、最後に優
勝したのが若干 20 歳のプロで、日本体育大学の学
生さんで河本 結さんという方、初優勝で、スコアー
は 15 アンダー、コースレコードで優勝されました。い
ろいろな方が今まで優勝スピーチをされてきた中
で、私は今回目頭が熱くなりました。彼女は何と挨
拶したかというと、優勝スピーチの時に、涙を流しな
がら、予選から決勝まで 3 日間の戦いなのですが、
弟さんがずっとキャディーバックを担ぎながらキャデ
ィーをされていたのです。スピーチの時に「お父さ
ん・お母さん、私と弟、ゴルフで大変お金がかかるス
ポーツでここまで面倒をみてくれてありがとうござい
ます」と言ったのです。

幹事報告
委員会報告
ＳＡＡ報告
出席報告
閉会点鐘

加藤芳隆会員

20 歳の女の子が優勝スピーチで親に対して感謝の
言葉をあそこで言えるのかなと思ったらジーンとくる
ものがありました。
4 月 1 日皆さんの会社にも新入社員が入られたの
ではないかと思います。うちの会社にも何人か新入
社員が入りました。そのうちの 2 人が元陸上自衛隊
の若い人間で自衛隊を辞めてうちの会社に入って
きました。自衛隊の訓練に耐えられなくて入ってき
たのかと最初は思ったのですが、結構骨がある人
で、どうして辞めたのと聞くと、人生いろいろなこと
があるので第二の人生としてこの会社に入りました
と言っていたのです。しっかりやってくれ、うちの会
社も自衛隊並みにバリバリやるからとの話もしまし
た。皆さんに会社にはどのような方が入社されたの
でしょうか？
飯山会長エレクトが 2 月 20 日にフィリピン国際奉
仕検証に行っていただきましたが、本日、マリキー
ナイーストＲＣからたくさんのお金を寄付していただ
きありがとうございました。記念にこのプレートを飾
ってくださいといただきました。後程回覧いたします
のでご覧ください。
今日は例会終了後
理事会もございます。
最後まで宜しく
お願いいたします。
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みなさんこんばんは、先ほどは誕生日祝いとして結構
なものを頂戴しましてありがとうございました。
4 月 4 日で 57 歳になります。先輩方のお話を聞いてい
るとやはり「健康が一番」ということがつくづく感じるよう
になりました。健康で飲んで・食べて・ゴルフして、誕生
日プレゼントで何処かに連れて行ってあげると言われ
たら、また「千代田」にもう一度行きたいと思いました。
今日はありがとうございました。

みなさんこんばんは、今日は結婚記念日祝ということ
でありがとうございます。私は昭和 46 年に結婚したの
です。ですから 48 年、あと 2 年たつと 50 年、金婚式に
なります。特にないのですが、私は、夫婦喧嘩はあまり
したくないと、結婚したときに思っていた誓ったわけでも
ないし、耐え抜いているわけでもないのですが、ガンガ
ン言い合ったことは、1 度か 2 度は、子どものことである
のですが、あまりないです。
幸いにして女房のほうも膝が痛いなどとは言うことは
ありますが、元気です。私も悪いところはいくつかある
のですが、特に異常はないという状態なので有難いと
思います。
今日もゴルフに参加させていただきましたが、また皆
さんに面倒を見ていただいてお付き合いさせていただ
ければと思います。ありがとうございました。

先週のお花入例会、たくさんに皆さんとそのご家族
の皆さんと大変楽しく行えたかなと思います。中にはま
だ夢が覚めないとのお話も聞いております。あのような
所は、なかなか経験できないところだと思います。皆さん
が良かった・楽しかったと言っていただけることが企画し
て良かったと思っています。
今日はゴルフ皆さんお疲れ様でした。第 3 回は６月１０
日(月)を予定しております。場所は箱根を予定しており
ます。たくさんの参加をお願い致します。ありがとうござ
いました。

みなさんこんばんは、先ほどは誕生日のお祝いを皆
さんで祝っていただき本当にありがとうございました。
私は今日例会場に来るまで、誕生祝をいただくという
ことはすっかり忘れていました。ですからニコニコの紙
にも誕生日祝いありがとうと書くのを忘れてしまいまし
た。なかなかこの年になると誕生祝はしていただけな
いので、ロータリーは有難い、皆さんの友情に心から
感謝したいと思います。
私は 4 月 14 日が誕生日です。まもなく 69 歳となりま
す。もうこんな年になるのかと思っています。女房に
「68．９歳には見えないだろうと」と言ったら、「いえい
え十分見えます、髪を染めたほうが良いじゃない、若
く見えるかも」と言われるのですけど、なるべく自然体
でいようと思っています。
私の父は、少し病弱だったので、66 歳で亡くなりまし
た。それを超えようと思って今まで来ましたが、なんな
りクリアーできたので良かったと思います。私の祖父
は 84 歳でなくなりましたので、次は 84 歳に向かって頑
張っていこうと思っています。親戚の叔父さん達は 89
くらいで亡くなる人が多いので、多分遺伝子的にはそ
れくらいまでは生きると思っています。それまでの間
皆さんと一緒に仲良くゴルフをお付き合いさせて頂き
たいと思います。夏はゴルフ、冬はスキーとこんなペ
ースであと 15 年から 20 年は動き回るぞという気持ち
でいます。だんだんスコアーは悪くなると思いますが、
どうぞ皆さんお付き合いしてやってください。宜しくお
願いいたします。

皆さんこんばんは、本日はお疲れ様でした。本当に
疲れました。次年度の話になりますが、来週 12 日地
区研修協議会がございます。担当の委員長さんはご
参加をお願いいたします。
本日理事会がございます。宜しくお願いいたします

3 月 1 日～3 日、ロータリーのみんなと「京都、広島、ＵＳＪ」に行った話しをします。
1 日に飛行機で広島に行った。私は飛行機あまり好きでない！
広島で最初に「原爆ドーム」に行きました。ミュージアムにも行きました。なんか寂しかった！
次に「広島城」行きました。大きかった、ヨーロッパも城はありますが、そんなに大きくない！オーストリアは全然
ないです。次は「サムライ剣舞」面白かった！アレックス、デンマーク人です。アレックスと戦った、本当に面白かっ
た。次に京都に来ました。夜京都タワーに行きました。アレックス君とトーマス君と本当にきれい！多分スカイツリ
ーもきれい！つぎは「清水寺」です。庭園があります。そこにはきれいな花がたくさんあります。清水寺大きいで
す。本当に楽しかった。京都で最後に「金閣寺」に来ました。
金閣寺にも庭園がありました。その庭園はそれほど大きくない
木だけ、なんで金だけ？今もわからない！おもしろかった。
さいごに「ＵＳＪ」に行きました。大きいです。
ヨーロッパにもヨーロッパパークがあります。でもそれはそんなに
大きくない！ＵＳＪにもジェットコースターがあります。
私はジェットコースターが本当に好きでない！それも楽しかった。
でもジェットコースターは本当にいらない！
ＵＳＪにもおいしい食べ物がありました。それはバーガーです。
これでぜんぶです。ありがとうございます。

１）健康状態： 健康。
２）通学・勉学状況：
変わりなく通学している。７か月が過ぎ、ダイアレクトと呼ばれる方言も少しずつ理解できるようになってきた。標
準語の学習も順調だ。４月末のテストに向けて努力を続けたい。
３）家庭生活に関して：
特に変わりなく生活している。今月は２回寿司を作った。やんちゃな双子との寿司づくりはいずれも過酷だった
が、喜んでもらえてよかった。あと１か月ほどでホストチェンジなので頑張りたい。
４）見学・旅行・ロータリーの行事参加など：
今月はロータリー旅行でスキーウィークに参加した。Schladming で６日間、スノーボードをした。ホストハウスより
比較的自由に過ごせるので久しぶりに十分な睡眠がとれた。最終的にはブラックコースも滑れるようになった。仲
の良い他のロータリー学生とも会えたので本当に楽しかった。 フンケンと呼ばれる伝統的なお祭りにも参加し
た。高さ１０メートルほどのボンファイヤーの頂点に魔女の人形をくくり燃やし、冬に別れを告げる祭りらしい。
風が強く、炎がとても激しかった。友達とマシュマロを炙ったがほぼ灰になって飛んで行った。とても暑くて迫力が
あった。
５）その他全般：
帰りの飛行機の予約をした。ついに帰国まで１００日を切り焦りを感じる。春が近づき街はイースターの装飾で溢
れてとてもかわいらしい。暖かくなるのがとても楽しみだ。今まで参加していたブラスバンドが家から遠く学校帰り
に行くことが難しくなってしまったので、他のバンドへ移った。楽器もホルンからトランペットに変えた。大きなバン
ドで年齢もレベルも高いので以前より楽しい。来月もウィーン旅行、春休み、ホストチェンジ、
ドイツ語検定等と充実した月になりそうだ。残りの４か月、悔いの残らないように過ごしたい。

みなさんこんばんは、今日は森・二階堂杯第 2 回
目のゴルフコンペ、少し寒かったのですが、4 組 16
名の皆さんと楽しくゴルフをしてきました。加藤さん・
松田さん・来栖さんと 4 人で回らせていただきまし
た。ここのところ、ゴルフの成績が悪かったのです
が、今年に入り、確定申告で忙しく、ゴルフに行くの
は辞めて、練習場に結構行きました。そして今まで
悪いところをやってみたらヒントが出まして、今日は
その通りにやったら午前中バーディーが 2 つ出て 39
という画期的なスコアーが出ました。午後は気が緩
みました。また、お昼休みに
二階堂幹事から輪を乱すような
スコアーは出さないで下さいと
と釘を刺されたので・・・
トータル８９、お陰様で
ベスグロ優勝をすることが
できました。
次回旅行ゴルフコンペの
取り切り戦でこのカップを
自分の物にできるように
頑張りたいと思います。
宜しくお願いいたします。
ありがとうございました。
４月 2 日
金額

ニコニコＢＯＸ

17,000 円

４月２日
会員総数
43
出席免除
6
出席適用
37
森

累計

572,000 円

出 席 報 告
出席
19
ＭＵ
3
出席率
59.46

今後のプログラム
4/16

会員卓話

レセプション

4/23

会員卓話

レセプション

4/30

休会

勇一会長 本日は森・二階堂杯ゴルフコンペ、お疲れ様でした。長谷部さん優勝おめでとうございます。
4 月のお誕生日の皆さん、結婚記念日の皆さん素晴らしき 1 年でありますように・・・
二階堂祐司幹事 誕生祝・ご結婚祝の皆様おめでとうございます。本日ゴルフ参加の皆様お疲れ様でした。
飯山 英彦会員 誕生祝・結婚祝も皆様おめでとうございます。
会田小弥太会員 誕生・結婚祝いの皆様おめでとうございます。花冷えの中のゴルフ震えました。
長谷部会員優勝おめでとうございます・
牛山 信康会員 今日のコンペ、桜が満開で天気も青空で最高でした。
準優勝で良かったです。山口キャプテンご苦労様でした。
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。本日は寒さの中ゴルフお疲れ様でした。
勝浦 雅和会員 お誕生日の皆様、ご結婚記念日の皆様おめでとうございます。
加藤 芳隆会員 誕生祝・結婚祝の皆様大変おめでとうございます。
今日はゴルフコンペで、楽しく回れましたが、一昨日もゴルフで疲れました。
篠宮 時雄会員 結婚記念祝ありがとうございます。
高橋 昌夫会員 お休み続きですみません。お誕生・結婚祝の皆様おめでとうございます。
先週結婚祝いの花が届きました。ありがとうございました。
田中 和郎会員 先週の花見例会で喜寿の祝をしていただきありがとうございました。
まだもう少し頑張ります。
長谷部健一会員 今日は久しぶりにゴルフコンペで優勝できました。平成最後の優勝かもしれません。
お誕生、結婚祝の皆様おめでとうございます。
渡辺美和子会員 草加の桜も見頃ですね。皆様に大変ご簿沙汰しております。
家業が忙しくこれから２～3 か月も大変です。
来栖 勝幸会員 結婚記念日・お誕生日の皆様おめでとうございます。
今日のゴルフは天気が良く桜もきれいでした。
横山 正一会員 今回のゴルフコンペ参加させていただきありがとうございました。おかげで腰が痛くなって
しまい今日の例会はおやすみさせていただきます。 （代筆 牛山会員）
松田 龍美会員 今日のゴルフコンペ、夫婦で参加させていただきありがとうございました。森会長からサイ
ン入りの帽子をいただき喜んでいます。今日の例会は疲れたのでお休みします。
（代筆 牛山会員）

