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◆ 会長あいさつ

飯山英彦会長エレクト

皆さんこんばんは、今日は森会長の代わりに挨拶
をさせていただきます。
先日友人に誘われて、銀座のカフェ、資生堂パー
ラーに行ってきたのですが、そこにバナナが売って
いました。なんでバナナが売っているの？と思いま
した。１本６４８円、バナナはそんなにするの？と思
いながら、マルエツでみたら、大体数本入っていて１
００円くらい、それが１本６４８円、それも入荷待ち！
予約リストに書いて下さいとありましたが、６か月待
ち！何なんだ、このバナナは！そのバナナは国産
だそうです。川間で食べられる。通常の海外のバナ
ナは、薬品漬けになっている。外皮は食べられな
い！日本産のバナナについては、農薬を使わない
から、そのまま食べられる。糖度は海外のバナナよ
りも高くて美味しいということです。いま、老人ホー
ムや保育園、幼稚園で引き合いが多く、需要が高く
供給が追い付いていない！
バナナを調べてみましたら、日本では９９．８％が海
外からの輸入ということで、おもにフィリピンから輸
入されている。熱帯植物なので、フィリピン・インドな
ど赤道を挟んで北緯・南緯３０℃の範囲しか生産で
きない言うことだそうです。それを画期的に変えた
日本のバナナ、品種改良されて、北海道でも育つ品
種！今回資生堂パーラーで予約待ちのバナナをも
う少し調べてみましたら、広島県福山市の ASCO（ア
スコ）という農業法人が開発したバナナ、遺伝子

組み換えではない、自然の摂理によって、本来植
物が持っている。能力を開花させたバナナであると
いうことだそうです。本来今地球上にある植物は氷
河期を超えたということだそうです。すなわち氷河
期の状態に戻してあげて、そこから覚醒させてあげ
るととんでもない能力を引き出せる。今回このバナ
ナは、マイナス６０度くらいまで凍らせる。すると過
酷な環境を体験したバナナが必死に生きようと覚
醒し、低い気温でも育つ。成長の速度は通常のバ
ナナの６倍、病害虫にかかる前に実をつける。日本
初の技術なのですが、アメリカでは Windows や
MAC はコンピューターの技術を学生さんたちがガレ
ージの中で作り出した技術ということですが、今回
日本法人が作り出した技術というのは、田園の中で
作り出した技術！将来的には、この技術を利用し
て、あらゆる熱帯植物の品種を通常のものより育つ
ようにできる。この技術を論文にした暁にはノーベ
ル賞は間違いないと言われている日本初の技術だ
そうです。この技術を見出した方は学者さんでもな
いということで４０年くらいかけて開発された技術だ
そうです。今日はバナナの話でしたが、日本初の新
たな画期的な農業技術が世界各国に広がろうとし
ている。今技術が開発されたのは、２０１８年今年
来年をかけてこの技術を世界中にこの品種が広が
ろうとしていることだそうなので、将来的には私も農
業的なイノベーションに興味を持っておりますので、
フィリピンに行くことがありましたら、日本初の技術
があることを伝えていきたいと思います。ありがとう
ございました。
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このところ、欠席が続きまして申し訳ございません。昭和２２年戦後の６月１７日生まれです。７２歳になります。
私の目標としては、９０まで生きることが一つの目標なのです。というのは、私の父親が５７歳の時に私が生まれ
ました。山本五十六海軍大将元帥よりも一つ勝っている。もし私が戦時中に生まれていたら、五十七などの名前
がついていたかもしれません！そうしたら人生もだいぶ変わっていたかもしれません。
その父親が口癖のように言っていたのが、「お前（私）が一人前になるまでは絶対に死ねない！」といっていま
した。私も若い頃は、あまり真面目ではなかった！引きこもりではなく、あまり家に帰ってこない！車で出かけて
も毎晩酒を飲んで歩いているので、車で戻れないので、どこかで寝ている。家には寄り付かない生活をしていた
ので、心配だったのでしょう。一人前になるまでは死なないと言っていました。それがその私が４人姉妹の長女と
結婚して婿養子に入えい、長男が生まれ、翌年の節句のお祝いに父親が来てくれ、それが終わってから寝付い
てしまい、その年の１０月に亡くなりました。それが８９歳だったのです。だから私はいくらか親孝行するためには
９０まで生きなくてはならない！６０中頃までは、病気らしい病気はしたことはなかったのですが、若い頃の不摂
生が祟ったのか、昨年９月にこれをするような次第になりました。昨年中にテレビでこれを付けている人を３人見
ました。桂歌丸さん・津川雅彦さん・ケーシー高峰さん、この状態でどこまで長生きできるかわかりません、でも９
０歳まで生きたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

昨日花をいただきました。ありがとうございます。９０歳まで生きるというのは大変だと思います。ロータリーの
中では田川さんが一番上、小学校・中学校と同学年ですが！３・４か月、田川さんのほうが先輩で私が２番目で
す。ただ結婚したのは私のほうが早いですね！結婚祝なので結婚のことを色々考えたのですが、どこで結婚式
をしたのかなども思い出せない！私が結婚した都市、松原団地が出来上がって、入居した都市です。東武線と
日比谷線が相互乗り入れして地下鉄が入ってきた！そういう年でした。今は獨協大学前ですが、獨協大学がで
きたのは日比谷線が入ってきた１・２年後だったと思います。団地ができて、当時新聞やテレビで東洋一のマンモ
ス団地ということでした。かなりの間１位だったと思います。東洋１ということを知ったのはロータリーに入ってから
でした。地区に出向し、委員会名は忘れましたが、一緒の委員になった春日部の人が楽器屋さんでしたが、草加
では昔随分と儲けさせてもらいましたと言うので、何が売れたのですかと聞くと、ピアノが飛ぶように売れたと言う
のです。当時の松原団地の 1 軒に入れるとその周りから依頼が来る。毎週のように草加に来ていたそうです。今
は跡形もなく新しいマンションができしています。この文化会館ができたのは少し後ですが、その当時、ここに来
るまでの道は舗装されていませんでした。雨が降るとぬかるみ、しばらくの間はひどい道でした。それを思い出し
たのは、団地ができてから地下鉄が相互乗り入れし、工業団地ができ、発展し、急成長した時代でもあるし、日
本が急成長した時代でした。私は登記の仕事をしていましたが当時は「壺遊び」という言葉がありました。
ある地主さんが行く前に寄るところがあると畑に行き、「ここ掘れワンワン」ではありませんが掘り出すと中から油
がみに包まれた札束が！東京に行き、途中時計屋で女性ものを大量に買う、事前に頼んであったようでそれ受
け取り、料理屋さんにいき、芸者さんにばらまく！凄い遊びをしていた時代でした。
うちの前の草加市役所、取り壊しに入りました。建替えするわけですが、5 月から始まって今年いっぱいかかる
そうです。アスベストが結構使われているそうで飛散しないように取り除くのに時間がかかるそうです。
今年仕事を引退しました。古代史が大好きで旅行が大好き、引退したのでゆっくり回ろうと思っていましたが、
暑さで夏バテです。鉄筋コンクリートが 50 年で使い物にならない！人間は良く持つのですごいです。
私は多少戦争をしている世代です。子どもの頃、アメリカ軍の B29 がやってくる。サーチライトを照らし撃つ。東
京が真っ赤になる。翌日になると焼け出された人が草加を通って行きました。5.6 年のことは見知らぬ顔がどんど
ん増えていきましたが、定住することを目的に来たわけではないので定住先が見つかると出て行ってしまう。同
窓会をやっても行方が分からない人が我々の時代は結構います。高度成長の時代も経験したわけですが、その
後、10 年下くらいの団塊の世代、戦争ではなく新しい日本を作った人たち、私たちは運が良いと思う。10 年くらい
下の人たちが大勢いたから新しいものもたくさん入ってくる。いい人生を送ってきたと思います。また人世代変わ
ってきましたね！いろいろな経験ができるのもロータリーは素晴らしいですね！今日はありがとうございました。

日程
場所

６月９日（日）～１０日（月）
箱根 ホテルはつはな
大箱根カントリークラブ

高野恭平さんのカウンセラーの長谷部会員に近況報告メールが届きました
大変ご無沙汰しています。こちらはプログラムの大部分が終わり、
現在は卒業研究を行っています。
そんな中、ひとつの国際機関から仕事をもらいました。
「European Bank for Reconstruction and Development」というところで、公衆衛生
コンサルタントとしてしばらく働きます。
これは、世界銀行、アジア開発銀行のような役割を持つ機関で、主にヨーロッパ内の格差是正に取り組ん
でいる機関です。ここで経験を積んで、さらにステップアップできればと思っています。
ロータリー財団奨学生 高野恭平

今後のプログラム
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金額

レセプション

ニコニコＢＯＸ

22,000 円

６月４日
会員総数
43
出席免除
９
出席適用
34

累計

712,000 円

出 席 報 告
出席
18
ＭＵ
2
出席率
58.82

皆さんこんばんは、地区のほうから、「走ってみっぺ南
会津！2019」協賛のご案内がきております。自転車で
走りませんかということです。2770 地区では公共イメー
ジ向上委員会と地域社会奉仕委員会で「第８回走って
みっぺ南会津！2019」のイベントに協賛することになり
ました。この町興しイベントに協賛・応援することで福島
の地域振興とロータリーのポリオ撲滅活動を広く周知
するのが目的です。７月１５日（月）、興味のある方、自
転車で南会津を走ってみたい方がいらっしゃいました
ら、私までご一報いただきましたら申し込みができます
申込期日は６月２３日までです。
例会後、新旧理事会がありますので宜しくお願い致し
ます。

6 月 7 日（金）、埼玉県知事公館において、青少年交換の来日学生および次年度派遣候補生への埼玉県親善
大使委嘱状授与式が行われました。
式では、派遣候補生の代表が派遣国で埼玉や日本の良さを伝えていくと述べるとともに、来日学生の代表がと
ても上手になった日本語で埼玉が第二の故郷となったことや埼玉で出会った人々への感謝を述べられたとのこ
とです。

２０１９-２０ 派遣候補生
２０１８-１９ 来日学生

６月１６日（日）、２０１８－１９年度来日学生最後のオリエンテーションが、大宮のパイオランドホテルで行われ
ました。1 年間の報告を、パソコンを使ってプレゼンテーション、学生の日本語上達は素晴らしく、帰りたくないと
話す子がたくさんおりました。たくさんの思い出を胸に 6 月下旬から 8 月初めにかけて母国に帰国されるとの
ことです。留学生には終了証・ホストクラブには
感謝状が授与されました。

二階堂祐司幹事
会田小弥太会員
飯山 英彦会員
大久保雄司会員
岡田 明久会員
川井 大輔会員
勝浦 雅和会員
加藤

芳隆会員

佐々木一男会員
高橋 昌夫会員
田中 和郎会員
富永
悟会員
長谷部健一会員
来栖 勝幸会員
福本 孝昭会員

誕生祝・結婚祝いの皆様おめでとうございます。
誕生祝・結婚祝の会員の皆様おめでとうございます。
お誕生・ご結婚祝いの会員の皆様おめでとうございます。
結婚記念日のお祝ありがとうございます。
暑くなりました。私も寒さ暑さに弱いので体に気を付けたいと思います。
誕生祝・結婚祝いの皆様おめでとうございます。
本日もすいませんが、商工会議所の街づくり委員会がありますので、ニコニコだけして帰り
ます。
誕生祝い・結婚祝いの皆様おめでとうございます。梅雨入りもまじかで、むし暑くなります
から、体調に気を付けましょう。
誕生祝・結婚祝おめでとうございます。
本日は誕生祝ありがとうございます。このところ欠席が続いて申し訳ありません
来週の親睦旅行とゴルフ楽しみにしています。
お祝いの皆様おめでとうございます。
今月の誕生日祝・結婚祝いの皆様お目でとうございます。
９日・１０日の旅行例会が楽しみです。
誕生祝・結婚祝いの方々おめでとうございます。
お誕生日・結婚記念日の皆様、おめでとうございます。

