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　2006ー 2007年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「率先しよう」	 R . I . 会 長	 ウイリアム・ビル・ボイド
2580地区テーマ	 「本来無東西・心は一つ」	 地区ガバナー	 小 　澤　秀　瑛
クラブテーマ	 「ロータリーを味わおう」	 クラブ会長	 長 　沼　一　雄

今後の卓話予定

７/４　 新年度斎藤会長・山尾幹事挨拶
７/ 11 「野球の話」 野球評論家　佐々木　信也氏
７/ 18 クラブ協議会「前年度事業報告」
７/ 25 ガバナー公式訪問に向けて

本日の卓話

長沼会長・永井幹事挨拶「１年を振り返って」

前回（1040 回）の記録

会長報告＜長沼会長＞
・6/15はメンバーの藤田さんの奥様が叙勲さ
れ、受章祝賀会がありました。誠におめで
とうございました。
・R情報委員会主催の新入会員研修会があり
ました。加藤さん、河合さん、今後のご活
躍をお祈り致します。
幹事報告＜永井幹事＞
・７月のロータリーレートは１ドル122円です。

出　　席　　報　　告

	総　数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率 　　　　修　正　出　席　率

	 ５２名	 ０名	 ２名	 46 名	 ４名	 92.00％ 第 1038 回修正　欠席 5 名・出席率 90.00％

◆ゲ ス ト 0 名 

◆ビジター 4 名 東京池袋 RC　鈴木孝雄 様・東京池袋 RC　吉田秀得 様・越谷東 RC　青木伸翁 様・東京上野 RC　都筑美好 様

当クラブへようこそ !!
　　　　　今後も宜しくお願いします

次年度北分区ガバナー補佐・鈴木孝雄様、分区
幹事吉田秀得様からご挨拶を頂きました。

・東京葛飾東RCより夜間例会に振替のお知ら
せが来ています。
・東京リバーサイドRCより次期休会、夜間例会
等のお知らせが来ています。
被選理事会報告
＜審議事項＞
１．「2007-2008年度事業計画書」最終確認
について…上記事業計画書案に関し、各委
員長から問題点の審議があった。
＜報告事項＞
１．６月20日クラブ協議会の進め方について
２．７月からの理事会開催日について…クラ
ブ細則の変更に基づき次年度理事会は原則
として第１週例会後に開催。
３．海外等の出張時の出席扱いについて…７
月の理事会でロータリークラブが無い土地
への出張・台東区アジサイ植樹式出席等の
メークアップ扱いについて審議する。
４．ガバナー公式訪問時の対応について…７
月の理事会で８月１日の「ガバナー公式訪
問」の対応について審議する。

鈴木孝雄ガバナー補佐 吉田秀得分区幹事

会長　長 沼 一 雄
幹事　永 井 健 一

本日の食事

7/4 の 食 事

和 食

洋 食

松花堂弁当

洋食弁当



卓　話

ニコニコボックス
＜長沼、永井＞
・次年度北分区ガバナー補佐鈴木様、分区幹事吉
田様ようこそ、ご来訪歓迎致します。

＜宮沢、小林（雅）、海内、山尾、斎藤、植木、柿沼＞
・次年度北分区ガバナー補佐鈴木孝雄様、北分区
幹事吉田秀得様、いらっしゃいませ！　我々ク
ラブ次年度益々意気盛んです。

＜長沼、植木＞
・越谷東ロータリークラブ、パスト会長、青木さ
ん、ようこそ我がクラブへ。東京千種会では、
お世話になっております。

＜青木伸翁様（越谷東R.C.）＞
・長沼会長とは中学以来の友人です。長沼会長年
度中に一度は伺おうと思っていましたが、本日
となってしまいました。一年間ご苦労様でし
た。楽しめたかな？

＜宮沢、遠藤＞
・本日のプログラム、クラブ協議会「次年度事業計画
発表」いよいよやって参りました。大期待です!!

＜宮沢、井田、大塚、遠藤、天笠、長島、関原、　
海内、田村、中村、松本、宮村、長堀＞

・次年度斎藤会長、次年度山尾幹事、皆んなで応
援します。

＜長谷川＞
・斎藤新会長、山尾幹事さん、親しみ易い仲間を
育てていく伝統をこれからもどうぞ続けて頂け

る事を心より願っています。
＜小林（雅）＞
・１年間100％出席の表彰をいただきまして、誠に
ありがとうございました。

＜藤田＞
・去る６月15日に私共の志津の叙勲祝賀会には当
クラブより長沼会長様を始めとして31名様の多
勢の出席を頂き総勢260名で盛大に催させて頂
きました。ここに感謝とお礼を申し上げます。

＜鈴木＞
・藤田さん、パーティにご招待頂きありがとうご
ざいました。

＜古谷＞
・須藤君の会社で発売している「カテール」とい
う傘が大変人気だとTBSラジオで紹介されてお
りました。

＜須藤＞
・先日、文化放送、TBSとたて続けに当社の選挙
用傘「カテール」が紹介されました。反響はす
ぐ電話を下さった古谷さんだけでした。

＜井田、小林（博）＞
・プログラム・会報委員会の引継ぎミーティング
の余剰金をニコニコします。

＜長沼＞
・近畿日本ツーリスト山口さん、会社の社員旅行
ではお世話になり、ありがとうございました。

「07−08年度　事業計画発表」
山尾次年度幹事の司会により各委員長・役員から 07-08 年度の事

業計画について発表がありました。

・斎藤次年度会長
・山尾次年度幹事
・吉沼クラブ奉仕委員会委員長
・太田出席委員会委員長
・潮田会報委員会委員長
・上野親睦活動委員会委員長

斎
藤
次
年
度
会
長

・園部会員増強委員会委員長
・小林博プログラム委員会委員長
・柿沼ロータリー情報・会員選考・
職業分類委員会委員長

・井田IT・雑誌・広報委員会委員長
・尾泉職業奉仕委員会委員長

・大塚社会奉仕委員会委員長
・古谷国際奉仕委員会委員長
・上原特別委員会委員長
・宮村S.A.A.委員長
・渡辺会計担当役員

吉沼クラブ奉仕委員長 尾泉職業奉仕委員長 大塚社会奉仕委員長 古谷国際奉仕委員長



奥様　学生のようにロータリーについて勉強を始めた
のを見て新鮮だった。また、会員の奥様方との交流が
増え楽しかった。特に永井幹事ご夫妻とはたびたびお
宅にお邪魔してお話することができ、本当に感謝して
いる。

ご夫妻　11 月 22 日にお見合いをして、翌年の１月に
結納、５月に結婚というスピード婚だった。私（会長）
が３回目、彼女が７回目のお見合いだったが、二人と
も、双方の親が各々易者に相談したら “60 年に１度の
運命の出会い ”とのことで一気に決まったため、結婚
してから未だに恋愛を続行中……。

奥様　若い時分はお茶（表千家）と生け花をやり、大
学ではゴルフ部に所属したので、当初は二人でよくゴ
ルフをした。

会長　誕生日には名前に因んで（奥様のお名前は優理
子）百合の花を年の数だけ贈り、結婚記念日には外で
食事を続けている。

奥様はお嫁にいった時は、住居が二世帯住宅だったが、
食事の味覚の違いに戸惑ったとのこと。ご子息が結婚
の際は別居が望ましいと
の言に、会長は多少別の
意見があるようだったが、
最後はママとパピ子と三
人？で楽しく過すとのこ
とでした。

今日はロータリー理念の話はなく、加藤さんのお友達
らしく、最初から最後まで、奥様と一緒の話でした。
そこで一言「会長も奥様の前では徒の人？」イャー馳
走様でした。

奥様　娘の言ではパパはロータリーに入り、また幹事
になって大人になった……とのこと。私から見ても人
付き合いが良くなり、仕事以外の友達ができて良かっ
たと思う。私自身も奥様方との交際が広がり本当に良
かった。

ご夫妻　勤め先の義兄（奥様の姉の夫）から “真面目
な人がいる ” との言でお見
合い。その後、毎日のよう
に銀ブラ（懐かしい…）を
して夫人が住んでいた龍ヶ
崎まで車で送っていった。

奥様　事故に遭うまではゴルフと俳句。今はヨガと旅
行、民生委員も務めている。

幹事　夫人が代弁して “ 私が交通事故に遭ってから
は、家の清掃、ゴミ出し、買物、洗濯物干し等々、全
てやってくれます ”とのこと。その他家族全員のアッ
シー（お抱え運転手）を引き受けている。

最後に寡黙な幹事から一言 “長沼会長の指名により幹
事に就かせてもらい、手続き要覧や規定審議会、等々
…ロータリーの勉強が出来て感謝している。奥様から
“ 事故の際、クラブの皆様から温かい言葉を頂戴し本
当に感謝している。事故の後、主人が仕事を譲りクラ
ブは無論のこと町会活動にも参加するようになり夫婦
でライフワークを愉しんでいることに「塞翁が馬」と
思えるようになった。”

ロータリーのご夫婦は、何で皆さん良いカップルなん
でしょう。
小唄に “ うらやましいではないかいな ” とあるが、お
二人に送る言葉として “ お前百までわしゃ九拾九ま
で ”　……今後とも末長く人生をお愉しみください。

“長沼会長ご夫妻＆永井幹事ご夫妻　お疲れさまでした”

今日は会長・幹事ご夫妻と今だから聞けるこの１年とのお題で進める予定でしたが、
インタビューアーの脱線で日頃聞けない話を伺うことになりました。

奥様から見たご主人のロータリアンとしての１年間は如何でしたか？

インタビューアー：山尾　　写真：潮田

ご夫婦の馴れ初めは恋愛ですか？

奥様のご趣味は？

ご主人が奥様に心がけていることは？

その他

寸　評

長沼会長ご夫妻 永井幹事ご夫妻



会報委員から 　　　ちょっと一言最後
の

　約一年前、次年度の会報委員会の副委員長として指名され、その重責に躊躇したことをはっ
きり覚えております。委員長、委員の皆様、フジプリンターの田中さんに教えられ、
引っ張られてここまでやって来たという感じです。
　『ちょっと一言』欄にも二、三度投稿致しましたが、お陰様で？委員長より “一
徹蟹 ” というペンネームまで戴くはめになりましたが、大変充実した一年間であっ
たと思います。皆様いろいろ有り難うございました。

大塚こと一徹蟹

　まずもって会長・幹事、関係委員会（プログラム・出席・親睦・SAA等）の皆様に感謝の気
持ちでいっぱいです。皆様のご協力を賜りなんとか一年間お務めすることができました。本当
にありがとうございました。
　そしてそして、山尾委員長・大塚副委員長、伊石さん、一年間本当にお疲れさまでした。平
日に時間を割かれるのも辛かったですが、休日のチェック作業も辛かったですね。でも、この
委員会活動を通じて４人がとてもとても親しくなれたことは、なによりも嬉しい
ことです。あまりお役に立ちませんでしたが、本当にありがとうございました。
皆さんは会報委員会を優秀な成績で無事ご卒業していきますが、私は留年という
青天の霹靂の辞令をいただいてしまいました。これも氏神様の思し召しと、また
一年間頑張ります。
　直会はパ〜っとやりましょうね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　潮田こと韋駄貂

　毎年、今頃の季節は梅雨空だ。ところが今年は梅雨入り宣言されてから晴天が続いている。
良いことだ。屋根の無い乗り物は雨に弱い。傘が無ければ雨降りの時は外に出ない。屋根が無
い乗り物には雨降りの時には余程の事が無い限り普通は乗らない。……とても困
る。だから雨は嫌いだ。雨が降らないと困るがやっぱり雨は嫌いだ。暑すぎても
ダメ、寒すぎてもダメ。とても不便な乗り物だが四季の変化を一番肌で感じるこ
とが出来る。……やっぱり僕は大好きだ。
　皆様一年間ありがとうございました。………みんな大好きだ。

　　　伊石こと呑駱駝

　小唄の文句に “梅雨の晴れ間の青葉風　ふるゝ音もよき風鈴に……”とあるが、今年は空梅雨
の気配で四季の移ろいが失われるのは何とも味気ない。
　ところで、朗報を一つ。先日の親睦委員会主催による会長・幹事の慰労を兼ねた旅行の帰途
に 10 名の会員と共に昼食に立ち寄った「国府津館」での話。同館は明治 21 年創業の老舗料亭
旅館だが料理も流石で一同、舌鼓をうっていた際、ご主人の箕島恭夫氏が挨拶にみえ、2780 地
区小田原 RCのメンバーで、更に驚いたのは 92 歳になられる御父上が出てこられ、佐藤千寿さ
んの友人で現在、米山奨学会の評議員も務められ、日本に於けるロータリーの原点
について講話をして頂き、唯々、ロータリーの出会いに感激した次第……。
　さて、一年間のご愛読？を頂いた会員及びフジプリンター田中さん、関連委員
会の委員長各位、個性派三羽烏の委員の方々に我侭な委員長を助け、最後までお
付き合いを願ったことに深謝し筆をおきたい。

山尾こと酔蜻蛉


