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７月９日の例会記録
◆ お客様
ヴァイオリニスト 式町 水晶様 啓子様（お母様）

ファンクラブの皆様
◆ 会長あいさつ

飯山英彦会長

皆さんこんばんは、昨日豊嶋美咲さんが帰国されま
した。当方と会長エレクトの木村さん、佐々木さんに
ご家族でお迎えをしてまいりました。留学先で他の生
徒からいじめにあったなどと聞いていました。悲しい
思いもされていた言うことだったので、なんと声をかけ
たらよいのかという思いもあったのですが、とても明る
く、出口から全身バッチだらけで出てきて、笑顔がみ
られた時にはホッとしました。安堵したところでした。
彼女は、飛行機を乗り換え便で帰ってきました。乗り
換えの時に、荷物がどこかに行ってしまった！身一つ
で帰ってきました。トランクの紛失申請に手間取ってし
まい 1 時間ほどかかり、会うことができました。
1 年間という留学生活でしたが、振り返ると楽しかっ
たと言っていました。家族と積もる話をしたいと思い、
我々は手短に挨拶をして成田空港を後にしたといっ
たところでした。今月 30 日には、豊嶋さんに帰国報告
をしていただく手配をしてありますので、皆さんには、
ご出席賜ればと思っております。

米山部門セミナーにも出席してまいりました。留学生
のキラキラした瞳に刺激を受けまして、非常に心地よ
い感じがしていました。留学生の話で私も疑念に合っ
たところは、本当に過去にあった事件など、理解するチ
ャンスはあるのか？というところですが、財団委員の方
が説明していましたが、天安門事件や尖閣の問題、な
ど、日本では情報が正確に取れます。正確に理解して
自分の物にして帰っていき、日本と母国の懸け橋にな
ってほしいと言っておりました。
参加していたロータリーの方々も何とか日本を理解し
てほしいと言ったところでした。
今日は、式町さんの演奏がございますので手短に済
まさせていただきたいと思います。

幹事報告

富永 悟幹事

みなさんこんばんは、先程会長から米山記念奨学
部門セミナーがあったとお話がございました。
各部門セミナーは、これから続々とございます。
１３日(土)、１４：３０～１６：３０管理運営部門セミナー
が市民ホール川口フレンディアで行われます。
こちらは、田中管理運営部門委員長と飯山会長が
出席予定です。
１５日(月)、１３：００～１７：００青少年奉仕部門セミナ
ーがラフレさいたまでございます。瀬戸青少年奉仕部
門と飯山会長が出席予定となっております。
宜しくお願い致します。
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例会場：草加市文化会館
事務局：草加市青柳 8-56-21
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皆さんこんばんは、今日は誕生日のお祝いあり
がとうございます。先週 7 月 3 日が私の誕生日だっ
たのですが、今父が施設にお世話になっておりま
して、実家が空き家の状態なものですから、私が
単身赴任で実家から通っている状況なのです。家
族とも誕生祝はありませんでした。LINE で「お父さ
んおめでとう」がきまして、お父さんの代わりにみ
んなで焼き肉を食べるからと、ひとりで寂しくビー
ルを飲みながら自分で誕生祝をしました。
今回 58 歳になりまして、当社の場合は 60 歳で定
年ということで、あと 2 年で定年になるわけですけ
れども、今まさに定年延長の話が出ております。そ
の中で、誕生日という考え方かどうかわかりませ
んが、当社が 2021 年に創立 100 周年を迎えるとい
うことになりました。会社として皆さんに何かお手
伝いできないかと、各地でセミナーを開催しており
ます。特に今年金 2000 万円問題が話題になって
おりますが、ここにいらっしゃる皆様は、心配はな
いと思いますが、20・30 歳代の方はこれからどの
ようにやって行けばよいか、色々な窓口に質問が
殺到しているということを踏まえまして、当社にお
いては「積み立ての NISA の説明会」「投資しんたく
は何」など、」事業所に於いて色々なセミナーをや
っておりますので、従業員の方から色々な要望が
ありましたら、是非お申し出いただければ駆けつけ
ていきますので今後とも当社含めて福本を宜しくお
願い致します。今日はありがとうございました。

７月９日
金額

皆さんこんばんは、私は昭和 28 年 7 月 10 日ですから
明日で 66 歳ということで、自分では 66 歳になった気分は
全くありません！40 くらいのつもりでおりますが、体力は
66 と言ってもくたびれております。
私は女房と二人暮らしをここ 6.7 年しておりますがたま
たま長女がアメリカに行っておりますので、子どもが夏休
みで 6 月の半ばから 8 月初旬まで戻ってきております。
ちょうど私の誕生日がそれにはまるのです。孫と娘がお
りますので誕生祝をやっていただけるのはありがたいと
思いますが、女房は 12 月 30 日なものですから、二人きり
で何もないのです。それで私も当日「お誕生日おめでと
う」と中々言いにくいものですから、黙って小さい花束を
食卓のテーブルの上にそっと置いておくだけなのです。
いまさらお祝いするのも恥ずかしいものですから置いて
おけば誕生日を忘れていないと感じて貰えていると思い
ます。結婚記念日は 11 月 15 日ですからその時も置いて
おくのですが、おめでとうと言うのも恥ずかしいものです
からこのような状態でございます。
明日が誕生日なので 7 月 10 日何か記事がないかとネ
ットで調べましたら、これだというものが 4 つありました。
皆さんご存知かと思いますが、一つ目は「納豆の日」で
す。次が「指笛の日」説明を見ますと湯部が 7 に見えると
いうことと指が 10 本あるということあとは「潤滑油の日」
全国石油組合が制定ということで、オイルを「OIL」を逆転
すると「７１０」になるということです。最後は「ウルトラマン
の日」だそうです。私の子どもの頃に「ウルトラ Q」のがや
っていてそれがウルトラマンになるのに 7 月 10 日が初放
送ということでウルトラマンの日になったと書いてござい
ました。以上 7 月 10 日のご紹介をさせていただきました。
今日はありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ

18,000 円

７月９日
会員総数
4２
出席免除
7
出席適用
35

累計

52,000 円

出 席 報 告
出席
19
ＭＵ
1
出席率
57.14

今後のプログラム
7/23

クラブ協議会

レセプション

7/30

豊嶋美咲さん帰国報告

レセプション

8/6

誕生祝・結婚祝

レセプション

皆様こんばんは、自分の年をいまだ発表するという
のは勇気がいることです。
2017-18 年にガバナー補佐をさせていただきましてそ
の時が縁の話をさせていただきます。
昨日成田に豊嶋さんのお帰りを迎えに行かせていた
だきました。丁度私がガバナー補佐をしていた時お話を
いただきました。岩槻のお住まいで岩槻周辺のクラブの
ほうがなかなか受け入れてくれないということで、たまた
ま地区に行っていたときに、青少年奉仕委員長からお
話をいただき、当時の富永会長と話をし、2018-19 会長
の森さんに相談して受け入れていただくことになりまし
たので、昨日行ってまいりました。
また、今日は昨年の 3 月に「IM」をやった時にアトラク
ションで式町水晶くんに 1 時間の演奏をしていただいた
ことが縁で今日また、偶然にも私の誕生祝に来ていた
だいて、バースディーソングを演奏していただいて、縁
を感じていたところでございます。
ロータリーは色々な方との交流と、私は今年 7４歳に
なります。昭和 20 年生まれで人生いろいろなことがござ
いました。ここ１０何年かは苦労の連続で、私生活では
大変な苦労をしまして、誕生日を祝っていただけるのは
娘と息子とこのロータリーの例会だけでした。家内が 10
何年間病気で療養していましたので、昨年 3 月に亡くな
りまして、一人ぼっちの誕生日かと思っていましたが、
娘や息子からメールなどいただきまして毎年誕生日らし
いものはしていただいていますが、ロータリーに入って
いたおかげで、今日式町君には演奏を聞かせていただ
いたり、昨日は豊嶋さんの笑顔を見させていただくよう
な素晴らしい誕生日プレゼントを今年はいただきまし
た。来年また 75 歳の誕生日にはどんな良い誕生祝がも
らえるのかということが、一つの楽しみになりました。人
と人との触れ合いというのは、何かを貰うよりも、真心を
貰って、お付き合いをしていただけたら、良い誕生祝に
なるのではと思います。
今日は式町君おおかげで素晴らしい誕生祝になりま
した。お誕生祝を頂きましてありがとうございました。

7 月 13 日(金)ロイヤルパインズホテル浦和にて開催さ
れました。富永幹事と出席しました。
今年度の地区分担金や地区提出物の説明のほか、
昨年度達成できなかった「Ｍｙ Rotary」の登録を今年度
中に 80％以上を目指して下さいと説明がありました。
第 9G は登録率が低いそうです。できれば前半に達成
してくださいとの事でした。皆様「Ｍｙ Rotary」の登録にご
協力をお願い致します。
事務局 荻田郁子
≪80％以上達成したクラブ≫
上尾・上尾西・蓮田・幸手・幸手中央・久喜・川口・川口北
川口中央・川口モーニング・川口北東・川口東・鳩ケ谷
岩槻東・大宮・大宮シティ・大宮南・大宮西・さいたまゆず
越谷北・桶川
以上 22 クラブ

皆様こんばんは、7 月 30 日をもって 52 歳になり
ます。皆さんからお祝いいただきまして誠にありが
とうございます。また、私の誕生日月であります 7
月に式町さんから曲のプレゼントを頂けるというの
は本当に光栄だと思います。ありがとうございます
私は建設会社を今経営しているわけですが二代
目です。仕事を手伝い、代替わりがあった頃は、
2000 年ですが、その頃は、同業者の経営者の方
から見ますと若いほうであったのですが、同業者の
集まりがありますが、そういった席に行きますと最
近は年上のほうになっております。こちらには、先
輩方がたくさんいらっしゃるのでまだまだ頑張って
いけると思いますが、そこそこ年を取ってきてしまっ
たのかなと、若さと健康にも留意しながらこれから
も頑張っていきたいと思います。皆様これからも宜
しくお願い致します。

10 月 14 日にさいたま市民
会館浦和ホールで行われる
式町さんのコンサートチケッ
トを 10 枚確保していますの
で、ご希望の方は、事務局
までお声掛けください。宜し
くお願い致します。

皆さんこんばんは、親睦委員会の長谷部で
す。ロータリーの活動は、親睦がまず大事という
ことで来週の例会が終わった後に親睦委員会を
開きたいと思います。親睦委員のメンバーや会
長・幹事、ゴルフ・山登り関係とお声のかかった
方は、是非出席してください。
例会が終わった後、この建物の応接室を使って
やりたいと思いますので宜しくお願い致します。

皆さんこんばんは、誕生日を祝して、これから皆さんが、ますます幸せで、笑顔でいてくれるような気持ちを
込めて「Ｓｍｉｌｅ（スマイル）と「バースディーソング」を演奏します。
私は２年前に皆様の前で演奏させていただいたことがあります。その時と風貌は変わってしまいましたが心
はそのままです。この２年の間にキングレコードさんから、皆様の応援のおかげでメジャーデビューさせていた
だきまして、帰ってまいりました。少しでも成長してここに帰ってこられたこと、誇りに思うのと、もともと僕は埼玉
に住んでいて、今日ここに来させていただく前に、お墓参りさせていただきました。そして皆様の前で演奏させ
ていただいて、ヴァイオリンをここまで頑張れて良かったと思い、幸せな気持ちで演奏させていただきました。
心から感謝申し上げます。ありがとうございます。最後に「浜辺の歌」を演奏します。
メージャーデビューＣＤ「孤独の戦士」をキングレコードさんから出させていただきました。セカンドアルバムは
今 7 月の発売に向けて準備中です。また、母は子宮体癌になったり、色々な中で僕を育ててくれ、周りの助け
の上ここまでこれたということで、その書籍があります。そして私は 22 歳になったのですが、そのあゆみが講談
社から出ている「ＢＥ－ＬＯＶＥ（ビーラブ）」という雑誌に、式町水晶、私の実名でそのままの内容、主人公で物
語が開始されました。「水晶の響き」というタイトルで！ここに出て来る私は相当修正されています。私の眉は
相当太いのですが、細いのです。10 月からは単行本になるのでぜひ読んでいただけたら嬉しいのと、埼玉でコ
ンサートを開くのは人生初めてなのです。思い出のある埼玉と皆様との出会いのある埼玉であるので、バース
ディーライブを埼玉で行うことにしました。10 月 14 日(祝)埼玉市民会館浦和市民ホールでコンサートがあるの
で来ていただけたら嬉しいです。すみません今日は母がチケットを持ってきています。皆様よろしかったら来て
ください。今日は演奏させていただきまして本当にうれしいです。ありがとうございました。
草加松原 RC としても式町さん
のご活躍を応援しています！
頑張って下さい(*^-^*)

飯山 英彦会長 誕生祝・結婚祝いの方々おめでとうございます。式町水晶さんすばらしい演奏で華を添えてい
ただきまことにありがとうございました。
」
富永
悟幹事 式町さんようこそ、そして素晴らしい演奏ありがとうございます。
大塚 嘉一会員 私はバロックを聞くのが好き。今はＳＡＣＤと言ってＣＤより音がいいディスクが幅をきかせ
ています。スピーカーは 30 年以上前から使っている私のお気に入り、でも生の演奏は格別！
大久保雄司会員 第一例会、所用で欠席しました。飯山会長年度、ご活躍をお祈りします。
小笠原薫子会員 皆様大変ご無沙汰しておりました。
川井 大輔会員 誕生日・結婚祝おめでとうございます。
勝浦 雅和会員 7 月お誕生日の皆様、ご結婚記念の皆様おめでとうございます。遅れてすみません。
昨日・今日と能登に行って来ました。18：00 過ぎに草加についたので間に合いませんでした。
加藤 芳隆会員 今日は、誕生祝を頂き有難うございます。66 歳になります。1 年間の時間の経つのが早く感じ
られてびっくりします。
木村 博行会員 お誕生日・ご結婚祝いの皆さんおめでとうございます。気候が微妙な今日でしたね。
暑かったですかね。美咲さん荷物大丈夫だったかな
来栖 勝幸会員 誕生日・結婚岩宇の方々おめでとうございます。私も 7 月 30 日で５２になってしまいます。
佐々木一男会員 結婚祝いの皆様、おめでとうございます。誕生祝ありがとうございます。
式町水晶さん久しぶりです。お元気でなによりです。
篠宮 時雄会員 誕生祝・結婚祝いの皆さんおめでとうございます。
鈴木 秀世会員 誕生祝・結婚祝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。
田中 和郎会員 今年の夏は、どうも寒い夏になりそうです。農作にも発育に影響しそうです。
長谷部健一会員 今月の誕生・結婚祝いの皆様おめでとうございます。
式町水晶様、本日はようこそいらっしゃいました。
福本 孝昭会員 皆さんお祝ありがとうございます。これからも宜しくお願いします。

