
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪第 1092回例会・春の家族会報告≫ 

2018年 4月 4日 上野精養軒 

司会：杉浦親睦委員長 

＜第 1092回例会＞ 

■点鐘：栗山会長 

■ロータリーソング斉唱 
「奉仕の理想」 

 ：ソングリーダー 佐藤大輔 SAA委員長 

■４月のお祝い 

・会員誕生日 

舛本俊輔会員 

笹本寛治会員 

中村群一会員 

田村浩康会員、飯塚憲貴会員 

・奥様誕生日 

佐久間裕章会員夫人、今井忠会員夫人、本多信雄会員

夫人、佐久間栄一会員夫人、大澤成美会員夫人 

・結婚記念日 

篠塚慎之介会員、篠塚仁会員、佐藤大輔会員 

村社研太郎会員、尾身治彦会員、本多信雄会員 

大西洋平会員 

・出席 100％ 該当者はいらっしゃいません。  

・「誕生日の歌」：ソングリーダー 佐藤大輔 SAA委員長 

・「誕生月スピーチ」：中村群一会員 
私は 24年在籍していますが、4月生まれ 

で挨拶させていただくのは、今日が 2回 

目のスピーチになります。今日も 5人お 

りましたが、昔から 7～8人いまして 

最初にスピーチをさせていただいたのも 

私が幹事を努めさせていただいていた 15年前です。25日で 68

歳になります。おめでとうに抵抗ありますが、たいした病気も

無く過ごせたことに感謝しないといけません。ただ最近白内障

といわれたり、腕が痛かったり、血圧が高かったりしますが、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気持ちはまだ若いので、これからもよろしくお願いします。 

■出席報告：榎本委員 
⇒詳細は 1頁バナー下に掲載 

■点鐘・閉会：栗山会長 
 

＜春のお花見家族会＞ 

■開会挨拶：栗山義広 会長 
 「本日はお忙しい中、お越し戴きありがとうございます。昨年

の 8月から準備しておりました。絶対今日だ！と思っておりま

したが、桜の満開は過ぎてしまいましたが、葉桜や桜吹雪をお

楽しみください。 

  会長になり 9ヶ月経ちました。皆さ 

 んのお陰で楽しく務めさせて頂いてお 

ります。会長として以前、幸せを得 

る三大要素として、話させていただき 

ました。「健康」「生きていくためのお 

金」「コミュニティ」。そのコミュニテ 

ィである、安らぎの居場所ですが、そ 

のうちの一番重要なのが家族です。一番大事な存在であり、例

年家族会といっても忘年会が一度ある程度で、今年度は春にも

設けさせていただきました。 

 本当の家族のほか、同じロータリークラブの会員も、社員も

家族と言えると思います。本日は限られた時間ですが、楽しん

でいって欲しいと思います。 

  その後食事中に、日本舞踊を鑑賞する機会を設けました。お

子さんは特に見たことは無いと思いますので、ぜひこの素晴ら

しい伝統文化を静粛に干渉していただいたらうれしく思います。 

  最後に本日はみなさんが大好きなお酒をたくさん用意しまし

た。特にワインにこだわりました。ビンテージワインを 5 本で

す。1994 年ものです。そうです、東京臨海 RC 創立の年です。

この会と同様、良い味が出ていると思います。ウイスキーは、S

会員からいただいた 25 年ものは飲んでしまったので、12 年を

提供します。皆さん飲んでください。 

  本日は長時間になりますが、よろしくお願いいたします。」 

 

 

4月 4日の出席率 

会員在籍者数       37名 

会員出席者数       28名 

会員欠席者数     9名 

本日の出席率    75.68％ 

前々回訂正出席率 80.00％ 

4月 18日の卓話 

山本和夫ガバナー補佐第 4回訪問 

鈴木隆雄次年度ガバナー補佐第 1回訪問 

 

『今年度第 4回・次年度第 1回 

合同クラブ協議会』 

 

4月 25日の卓話 

 

『パスト会長卓話』 

パスト会長 山田晃久様 

パスト会長 入澤昭彦様 

 

 

2018 年 4 月 18 日 【第 1093 回】 



■来賓紹介 

米山学友会会員 李章姫様・ご主人 布川敦史様 

   〃    ベヤード・コーリー様 

元青少年交換学生 石川緑様 

元バギオ基金留学生 クリスティン・ワンゲット様 

東京東江戸川 RAC会員 田村美樹様 

 

■会員・家族紹介：髙橋幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■乾杯：髙橋直前会長 
  前回の花見は桜が咲く前、本日は桜が咲 

いた後、こんなタイミングも楽しいです。 

先週、鈴木喬パストガバナー主催の花見の 

会がこちら上野精養軒さんでありました。 

本来は今日開催したかったのですが、私た 

ちが予約していたので、泣く泣く先週にしたとのことですが、

結果として先週は満開だったそうです。そういうのも人生です

ね。 

  来年度は 25周年です。ここから加速して、それに臨まないと

いけません。そこで満開の花を咲かせたいので、皆様のご協力

をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アトラクション：千代田芸子集による日本舞踊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■スピーチ 

・衆議院議員 大西英男元会員 
  私も以前会員で、皆様には多くのご指導をいただきました。

現在も須藤パスト会長がお元気で、また若い世代の会員がたく

さん増えており、本当に心強い限りです。私の息子の大西洋平

会員は本日公務で欠席しておりますが、私に声を掛けてくれて

おりません（一同笑い）。さすが栗山会長からお声を掛けていた

だき、家内と一緒に参加させていただきました。本当に家族と

いうものは素晴らしいものです。この和気藹々さです。 

  また皆さんは様々な分野でご活躍されております。特に感銘

深く感じたのは、鈴木会員が美しい奥様と 

新婚のようにお 2人で参加されていること 

です。彼のようにお忙しい方でも、家族を 

大事にしていることが、つくづく大事なこ 

とだと感じております。 

  栗山会長を中心に、ロータリーの和を大事にする精神で、更

に世代を超えて、皆で世のため人のために頑張ってくださるこ

と、また私も私たちの日本のためにロータリー精神でこれから

も頑張っていきたいと思います。 

  みなさまのお幸せを心からご祈念申し上げます。 

 

・佐久間栄一元会長 
  今年で 76歳です。最近腰が曲がったと 

いわれ、言われる度に伸ばしますが、意識 

はしますがだんだん曲がってきてしまい 

ます。そして足元も、かかとから歩けなく 

なり、つま先から地面につくため、よく躓くようになります。

これが年配者の苦労です。 

今回ゲストでお越しいただいた元会員の嶋田さんも良く躓

くそうです。この嶋田さんですが、今から 50 年前にこの上野

精養軒さんで結婚式を挙げたそうです。ご縁ですね。 

今年は栗山会長で、当クラブ史上で一番だと思います。この

会長を補佐しているのは、去年の会長の髙橋映治さん。普通は

降格みたいなものなのでやりませんが、あえて自分から手を上

げて幹事になりました。また今年結婚するそうで、今年の年末

の家族会では皆さんに披露していただけるとのことです。皆さ

ん拍手をお願いします。 

またこの髙橋幹事は、同クラブだけでなく、この 2580 地区

で名前が知れ渡っています。今日私が呼んでお越しになった東

京東江戸川ローターアクトクラブの田村美樹さんが「行ってい

いんですか？」「髙橋さんに会いたいんです！」とおっしゃる

ぐらいです。 

本当に私は幸せです。ありがとうございます。 
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・須藤宗之助元会長 
  こんなに大勢の方に参加いただく会を 

開き、栗山会長は素晴らしいです。いい 

宴です。大西先生にもこの場を盛り上げ 

ていただき有難うございます。鈴木会員 

も光り輝く奥さん同伴ですばらしいです。 

  この人生は、あなた 1 人しか体験できない素晴らしいドラマ

です。ほかの誰にもまねは出来ません。このドラマを如何に演

じ、ほかの皆さんに感銘を与え、終活に向かっていくのがいい

ですね。夢で人生が変わります。素晴らしい夢を持っている人

は素晴らしい人生を送れます。佐久間会員、76歳？まだ若い！

私は 90 歳を超えました！まだ夢を見ています。今日は今日の、

明日は明日の夢を見ています。その中で多くの方に出会い、自

分の夢を開花し、皆さんの記憶の中に残りたいと思います。 

  李章姫さんが結婚したとのことで紹介されましたが、その旦

那さんは東京理科大卒で、私の後輩だそうです。それなら大丈

夫だろうと思いました。いろんなことがあるだろうが、私の後

輩ですから、大丈夫だと思います。旦那さんは、妻を愛し、い

つも夢を見て、日々を送って欲しいと思います。 

  ここにいる皆さんも輝いています。家庭があるからこそ、奥

さんの支えがあるからこそ、輝やけます。夢を見て、愛し合う

ことは、すばらしいです。ふたりで来てる。いいことです。 

  ちなみに私の妻は来ませんが・・・。これは結婚するときに

でしゃばる女性と結婚できないと伝えたら、恥を欠かせないか

ら前に出ないと誓約したからです。だからこの会でも一切来ま

せん。言ったことに責任を持たないといけないから、これはい

いと思います。ただ私の一言で縛り付けてしまったことです。 

  大西先生のお母様が亡くなったときに、私を支えてくれた母

を皆さんに送っていただけるこの晴れ舞台とお葬式を表現した

ことに、大変感銘を受けたことを今でも忘れません。だれでも

自分の意思を持ち、そして夢の中で生きていきましょう。 

 

■近況報告 

・米山学友会会員 李章姫様＆御主人 布川敦史様 
  3ヶ月ぶりにみなさんにお会いできました。去年の 10月に結

婚しまして、みなさまにはまだ紹介していなかったので、今日

は夫と一緒に参加させていただきました。 

（夫の布川氏）年が離れた夫婦ですが、 

これからみなさんには温かく見守っ 

ていただければ幸いです。 

（知り合ったのは？）隣の大学の恋愛 

経験の無い男子が集っていると言う 

ので、そこに行って、紹介してもら 

いました。 

（どこが好きなのか？）笑顔がとてもかわいいところです。 

（プロポーズの言葉？）シンプルに、「結婚してください！」 

（その回答は？）手紙でいただいたが、最初は迷っていたが、と

ても誠実な方で、いつも研究で精神的に参っていた私を支え、

癒してくれました。とても心が落ち着き、結婚をお受けいたし

ました。 

 

・米山学友会会員 ベヤード・コーリー様 
  半年ぶりに RCに参加しました。2年間こ 

 のクラブからの支援により奨学生で勉強さ 

 せていただきました。去年の 9月に大学院 

を卒業し、博士号取得のため受験していま 

すが、その間仕事をしております。今年の 

1 月から、ジャパンタイムズの新聞記者になり、好きな仕事が

できています。日銀と、日本のマクロ経済政策について記事を

書いています。私は大学院で経済学を勉強してきたので、今ま

での研究と近く、日々楽しく職場に通わせていただいておりま

す。このまま大学院に進めなくても、このまま記者として、好

きな分野で記事を書きたいと思いますが、ウェブサイトもあり

ますので英語が読める方は、ぜひ一度拝見なさってください。 

 

・元青少年交換学生 石川緑様 
  メキシコに留学させていただいてから早 10年経ちました。当

時留学している際に、3 歳はなれた中学生だった妹が現地まで

一人で飛行機に乗り遊びに来て、二週間くらい滞在し、ホスト

ファミリーにお世話になりました。そこで、こんなに楽しい世

界があるのかという衝撃を受けたらしく、世界って素敵だな！

と感じ、彼女も高校 2 年生のときに留学をしました。それもエ

クアドル、それこそこんなところに日本人、にでてくるような

町に暮らしました。それを機に、私以上に大変海外が好きにな

り、スペイン、ブラジル、そして大学生になったいまはキュー

バにいます。 

  今はキューバの日本大使館にて働いて 

おり、去年私と母で遊びに行きました。遠 

いかと思っていましたが、カナダのトロン 

ト経由でないと入国できません。社会主義 

の国で厳しいイメージがあり、物がない、 

貧しいと思いました。しかしキューバは自由な社会主義で、去

るものは追わず来る者は拒まずみたいなところがあります。ス

ーパーには物が不足してはいました。中南米はかなり治安が悪

いですが、キューバはドラックなどの事件は政府がかなり厳し

く取り締まっているので、女性が夜 1人で歩いていても安全な

国でした。最近芸能人や歌手の PV や写真集などで取り上げら

れていることが多いので、とても気持ち的には近い国なので、 

なにか機会があればぜひ行ってみてください。 

 

・元バギオ基金留学生 クリスティン・ワンゲット様 
  東京東江戸川 RAC の会長を勤めさせていただいている関係で、

最近は RACのイベントに多く参加させていただいています。 

  いまの就職先は東京臨海 RC の酒井会員の旅行代理店に勤め

ています。いい会社で、毎日楽しく働いています。先週の土日

に始めて北海道に行き、一日スノーボードを楽しみましたが、

まだ筋肉痛に苦しんでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東京東江戸川 RAC会員 田村美樹様 
  初めての方も多く、お見知りおきをよろしくお願いします。

地区の中ではあだ名の「タムタム」で呼ばれています。 

  本日参加させていただいたのは、佐久間栄一会員にお誘い戴

きました。東京東江戸川 RCにてミャンマーの小学校建設プロジ

ェクトがあり、小学校完成の見学視察があり、その際に佐久間

さんご夫妻とご一緒させていただいたご縁です。 

  クリスティンさんとも同じ会で活動しており、去年の 12月の

チャリティパーティ（参加費は全てチャリティーに充てる）に

40人ほどお越し戴きました。そちらもミャンマーの支援にいた

しました。 

  2 年ほど前から RAC に参加させていただき、まだ短い期間で

すが大変多くの方とお知り合いになり、日々奇跡的なご縁を広

げさせていただいております。6 月で卒業になってしまいます

が、それまでは引き続き濃い活動を続けて行きたいと思います。 

 

・飯塚会員お子様 飯塚優莉菜様 
  急にお話を振られましたが慣れてい 

ないので、ご容赦ください。フィリピ 

ンに行く前は、笑顔のイメージが無い 

国でしたが、実際行ったら大変フレン 

ドリーで、帰国後はテーマパークに行 

ったような錯覚を覚えるくらい、楽し 

かったです。 
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今週のメイクアップ（3/28～4/4） 

 

 

・飯塚会員お子様 飯塚空良様 
  家庭訪問に行った際に、偶々持っていたチョコをあげました。

同じチョコを何個も持っていったんですが、部屋に戻ると凄く

溶けていて、あっ！あの子にあげたチョコも溶けてたのかな？

とかわいそうかなと思いました。 

  またその家は屋外で鳥料理をしていて、調理後そのままにし

てありました。近くに番犬がいて紐でつなげられていたのです

が、そこに野良犬が来たので吠えて追い返そうとしていました。

しかし紐で近づくことが出来ず、結局野良犬が悠然とその料理

をたくさん食べていました。大変のどかな光景でした。 

 

・お子様のフォロー 飯塚会員 
  フィリピンという国がイメージできていなかったと思います

が、まずマニラで貧富差や環境の悪さを実感しました。小学校

訪問時は、前年のコリー並みではないですが、同世代の子ども

たちが来てくれたと現地の方々が大変歓迎してくださり、みん

な寄ってきて、一緒に写メを撮ったり握手したりと、まるでタ

レントのような扱いで、いい経験が出来たのかと思います。 

  バギオでは、奨学生たちが同じ年で、早速お互いが片言の英

語でコミュニケーションを図り、インスタグラムや Facebook

で繋がり、いまでも定期的にやり取りしています。娘と同じ年

の子は栄養学を学び、栄養士になりたいとのことでした。ただ

日本には興味なかったようでしたが、娘と仲良くなったお陰で

日本にも興味を持ってくれたようです。日本の子どもたちにも

いい影響はありますが、現地の子どもたちにも日本にとってい

い影響があるんだ、と気づかせていただきました。 

 

■閉会挨拶：佐藤正樹次年度副会長 
  本来であれば本年度副会長の本多さんがお話しするところで

したが所用で欠席していますので、僭越ながら私が代わってお

話させていただきます。 

  改めて本日はお忙しい中 

お越し頂き、誠に有難うご 

ざいました。 

  去年の 8月から段取りに 

ご尽力頂いた栗山会長、髙 

橋映治幹事、また今日の段 

取りいただきました杉浦親 

睦委員長、そして事務局の 

佐藤さん、誠に有難うござ 

いました。 

  またチャーターメンバーであります大西元会員ご夫妻、嶋田

元会員ご夫妻、このお忙しい中、最後までこの会にご出席いた

だきまして、誠に有難うございました。 

  ひとつだけ感想を言わせてください。改めて栗山会長の懐の

深さと、気遣い、心遣い、そして金遣いに、感謝するとともに

大変勉強させて頂きました。ありがとうございます。 

  冒頭に栗山会長からお話がありました、今日のこの花見の会

は家族に感謝するのが一番の目的でありました。また 12月には

いつもの錦糸町 東武ホテルレバント東京にて忘年家族会を行

います。また皆さんを招き、盛大に開きますので、ご家族皆様

があっての社業ですし、皆様あってのロータリークラブです。

引き続き皆様方に感謝と、これからもお世話になるというお願

いの意味を込めまして、閉会の言葉と代えさせていただきます。 

本日はお忙しい中、お越しいただき誠に有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■集合写真撮影 

 
 

■散会 

 

【春の家族会総出席者数 63名】 

 来賓 6名 会員 28名 家族 29名 
 

 
 

 

 

 

・7月 27日（金） 親睦家族会（オールディーズ） 
会場 東武ホテルレバント東京 

一般の参加の中に、東京臨海 RCの席を用意して頂きます。 

 

・8月 8日（水） 25周年記念例会 
会場 東武ホテルレバント東京 

盛大にお祝いしたいので、家族、周囲の方など、ぜひ多くの方の

ご参加をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今井忠会員（本庄 RC 創立 55 周年記念例会） 

小林健一郎会員(REC Sunrise of Japan) 

斉藤実会員（東京臨海東 RC） 

今井忠会員、斉藤実会員、笹本寛治会員：東京東江戸川 RC イ

ンフォーマルミーティング 

本多信雄会員、佐藤大輔会員、佐藤正樹会員、須藤宗之助会 

員、髙橋映治会員、鈴木孝行会員、入澤昭彦会員、篠塚仁会員 

員、栗山義広会員、斉藤実会員、今井忠会員、笹本寛治会員、 

田村浩康会員、山田晃久会員、杉浦孝浩会員、大澤成美会員、 

中村群一会員、西野充英会員、飯塚憲貴会員：地区研修協議会 

＜以降の行事＞ 
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