
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆ お客様   

森 裕美様  田中百代様  長谷部芳枝様 

飯山スミ様  田川房子様  川井千恵子様 

川井けんじ様 りな様 りお様 

 2016-17米山奨学生         謝 振宇君 

交換留学生       マグナス・トレンカー君 

ホストファミリー            豊島淳史様 

◆ 会長あいさつ      森 勇一会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

６月２５日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、いよいよ最後となりました。第一

例会の時から、この日を夢に見てまいりました。早く

来ないかな～と！先ほど二階堂幹事にも確認しまし

たら、「俺もそうだったと！」いうことで一安心と、ま

た、皆さん最後に本当に大勢の方にご参集いただき

まして、本当にありがとうございます。心より感謝申し

上げます。会長として一年間振り返って挨拶をするの

が筋かとは思うのですが、先週クラブ協議会の時に

活動報告と、皆さんに感謝の言葉は申し上げました

ので、今日は最後に皆さんに会長としての最後の挨

拶をさせていただくには、何がふさわしいのかと思

い、１週間色々考えていました。これしかないと思った

のがトイレの話です。 

皆さんのご家庭にはウォシュレットございますか？ 

 

 

第３４５回 例会 ７月２日 草加市文化会館 

会 長：飯 山 英 彦 

幹 事：富 永  悟 

 

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  

家にもありますけど、このウォシュレットが日本のホテ

ルにはほとんどあるそうなのですが、世界を見るとどう

なのか？台湾の一部の高級ホテルのあるだけで、フィ

リピンも私達は何度も行きましたが、ウォシュレットはな

いのです。洋式のトイレはあってもウォシュレットという

習慣はないのです。 

 フィリピンで良く泊まる，定宿でパンパシフィックホテ

ルがあるのです。５つ星の最高級グレードのホテルで

すがウォシュレットはないのです。洋式便器の右側に 

鎖のようなものがあって、これは何か？と思い、最初に

行ったときに手に取って、レバーを押したらすごい勢い

で水が出たのです。これがウォシュレットなのかと私は

思ったのですが、どうやって使えばよいのか？と思いま

した。いざ使ってみると物凄い水圧で「ダメだ、これはウ

ォシュレットではない」と思いました。お風呂の中にトイ

レがあってビシャビシャにしても大丈夫ですが、毎回拭

くのは嫌だな～と思っていました。先日うちの会社のフ

ィリピン部門に聞きました。「あれってウォシュレットだよ

ね？」と聞きましたら、「違うと」ではあれはトイレ掃除を

する人のためか？と思いましたが、一流ホテルでお客

さんが手に取るところにホースをぶら下げて置くかな？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のプログラム 
7/９  誕生祝・結婚祝       レセプション 

7/16  クラブ協議会        レセプション 

7/23  クラブ協議会        レセプション 

２０１９‐２０年度  国際ロータリーのテーマ ロータリーは世界をつなぐ 

 



   

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 と思ったら、それも違うとのこと！皆さんわかります

か？なんだと思いますか！東南アジアやインドなどを

旅行された方はお分かりだと思いますが、用を足した

後に手で拭くのです。汚れた手をそのジェット水洗で

きれいに洗い流す、そのように使うのだそうです。とて

もできないですよね！慣れてないし、習慣もないです

からね！この話を１年間どこで話そうかと思っていま

したが、とうとう今日になってしまいました。これを話

忘れると、もう話す機会がなくなってしまう！これは絶

対に伝えるべきだと思いました。 

 いま日本ではコンビニにもウォシュレットはあるそう

です。コンビニの中でウォシュレットが有るところと無

いところがあって、有るところのほうが、売り上げが良

いそうです。いち早く採用したのはセブンイレブンだそ

うです。最初に導入したので売り上げはだいぶ先行し

たそうですが、今はファミマもローソンなども付けてき

たそうなので、今は同様のようです。 

おまけの話ですが、ある人が調べたそうです。トイ

レのきれいなコンビニは売り上げが良いそうです。 

 

どのようなわけか？前に聞いたことがあるのですが、

レストランなどに行った時に、トイレに入り、きれいだ

ったら、味も美味しいと聞いたことがあります。うちの

会社もそれ以来、トイレの掃除はきれいに徹底させて

いるつもりです。皆さんの会社やご家庭は如何でしょ

う！ 

 私も１年間二階堂幹事と大海原に船を漕いでまいり

ましたけど、ようやくようやくこれで幕を引くことになり

ます。私の足りない部分をカバーしていただきました

二階堂幹事には頭が下がる思いです。本当にありが

とうございました。また、本日お集まりいただきました

会員の皆様・お客様本当にご理解の上、ロータリー活

動をお手伝いいただきありがとうございました。心より

感謝申し上げます。今日で森・二階堂丸は降終わり

ますけど、来月からは新年度「飯山・富永丸」が大海

原に発信していただきますので、草加松原ＲＣもこれ

からの益々の発展を期待してあいさつとお礼のことば

とさせていただきます。皆さん１年間どうもありがとう

ございました。 

 幹事報告      二階堂祐司幹事 

 みなさんこんばんは、本当に最後の日が来まし

た。1年間本当にありがとうございました。 

最後の幹事報告ということで、7 月 2 日、マグナス

君が帰ります。10時 10分のフライトということで、6

時頃に出発する予定です。 

お見送りに来ていただける方がいらっしゃいました

ら、私までご一報ください。 

最後に悲しいお別れになると思いますが、笑顔で

送りたいと思います。多くの方にマグナス君を送っ

ていただきたいと思います。 

1 年間本当にありがとうございました。森会長お疲

れ様でした。また来年は飯山会長・富永幹事年度

が始まりますので皆さん宜しくお願い致します。本

当に 1年間ありがとうございました。 

皆さんこんばんは、私の誕生日のためにこれだけ

の方がお集まりいただきありがとうございます。私

もロータリーに入って良かったと今日しみじみ思い

ました。お陰様で 73歳になりました。益々頑張っ

ていきたいと凄い自信が湧いてきました。本当に

元気が付きました。ありがとうございました。 

 

 

 皆さんこんばんは、今日私の最後のスピーチです。 

今日はちょっと寂しいです。ロータリーに入って本当に 

良かったです。来年度 1人オーストリアに来ます。 

ぼくは、ローテックスになりたいと思います。 

いいローテックスになりたいと思います。だから頑張ります。 

来年 3月に日本に来ます。友達の卒業式に来ます。 

あと、夏休みに家族と日本に来ます。3月は 1人できます。 

日本にいっぱい思い出にになった。楽しかった。 

大学の大学に来たいと思います。多分獨協大学に行きます。 

皆さん本当にありがとうございました。 

 

草加松原ＲＣからのプレゼント 

ヘッドホン 

http://1.bp.blogspot.com/-QqaAp33KiPI/U3WdFej9oYI/AAAAAAAAgmg/l5XUakAdCXk/s800/bouquet_omedetou.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 ６月２５日 
場所 埼玉屋旅館 

 CLOWN Toga 

 鍛え抜かれたパントマイムテクニックを 

ベースにジャグリングやバルーンアートを 

取り入れ、ほのぼのと温かい空間 

をお客様と共に作り上げていきます。 

大人から子どもまで楽しめる 

バラエティーショーです 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月１８日 ニコニコＢＯＸ 

金額 27,000 円 累計 739,000 円 

6 月 1８日  出 席 報 告 

会員総数 43 出席 16 

出席免除  7  ＭＵ  2 

出席適用 34 出席率 52.94 

6 月２5 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 47,000 円 累計 786,000 円 

6 月 25 日  出 席 報 告 

会員総数 43 出席 26 

出席免除 5 ＭＵ 1 

出席適用 38 出席率 73.68 

森  勇一会長 今夜は森・二階堂祐司年度最終例会、皆さん 1年間大変お世話になりました。 

        マグナス君さようなら、元気でね！ 

二階堂祐司幹事 森会長 1年間お疲れ様でした。やっとこの日が来ましたね、マグナス君 1年間ありがとう 

会田小弥太会員 森会長・二階堂幹事 1年間お疲れ様でした。会員増強もできず申し訳ありませんでした。 

池田 国雄会員 森会長・飯山寛治ご苦労様でした。 

牛山 信康会員 森会長・二階堂幹事さん 1年間ありがとうございました。 

大久保雄司会員 森会長・二階堂幹事さん、1年間ありがとうございました。アトラクション楽しみです。 

大塚 嘉一会員 逃げて世間を騒がせた者がいましたが、逃げただけでは、逃走罪にはなりません 

岡田 明久会員 1年というもの早いものですね！今日が今期最終例会、次年度も生きてるかなあ？ 

川井 大輔会員 森会長・二階堂幹事 1 年間お疲れ様でした。マグナス・トレンカーくんお別れ残念ですが是

非再来日して下さい。 

勝浦 雅和会員 1年は早いものです。森会長・二階堂幹事お疲れ様です。 

加藤 芳隆会員 マグナス・トレンカーくん 1年間お疲れ様でした。日本語の勉強が素晴らしかったです。 

        皆さん 1年間お疲れ様でした。 

木村 博行会員 森さん、二階堂さんお疲れ様でした。今日はおいしいお酒をたっぷり味わって下さいね 

高橋 昌夫会員 森会長・二階堂幹事お疲れ様でした。 

田川 富一会員 森会長・二階堂幹事 1 年間お世話になりました。マグナス君さようなら、母国でも益々活躍

を！今日は職奉させていただきます。ありがとうございます。 

田中 和郎会員 森会長・二階堂幹事 1年間お疲れ様でした。今夜はゆっくり楽しんで下さい。 

内藤 一夫会員 会長・幹事 1年間お世話になりました。お疲れ様でした。 

富永  悟会員 森会長・二階堂幹事 1年間ご苦労様でした。 

長谷部健一会員 森勇一会長・二階堂祐司幹事、1年間お疲れ様でした。マグナス君、オーストリアに帰っても

みんなのことを忘れないで下さい。 

山口 昭人会員 親睦委員会の活動、森・二階堂杯ゴルフコンペへの沢山の方々ご参加・ご協力をいただき 

        1年間ありがとうございました。 

福本 孝昭会員 マグナス君お疲れ様です。帰国してもロータリーの事をたまに思い出して下さい。 

来栖 勝幸会員 森会長・二階堂幹事お疲れ様でした。私もたくさんの勉強をさせていただきました。ありが

とうございました。マグナス君日本で学んだこと、世界の多くの人々に伝えて下さい。お疲

れ様でした。 

松田 龍美会員 森会長・二階堂幹事 1年間ユニークなスピーチが聞けなくなると寂しいです。 

丸山 幸一会員 次年度はもっと出席できるよう努めます。 

はずかしいな～ みんなありがとう 

みんなの家でも良かった！ 

草加松原ロータリークラブに入ってよかった！ 

ありがとうございました。 

 


