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　今回号の概要
　前回に引き続き会員に卓話をしていただきました。
今回は 加藤地次会員・中村智英会員・中野忠男会員に卓話をお願いしました。

 第888回例会次第
 　１．開　会　山下勝矢会員
 　１．点　鐘　大井巳喜彦会長

　 １．会長挨拶　大井巳喜彦会長

 　１．ロータリーソング「奉仕の理想」

今回は、加藤地次会員・中村智英会員・中野忠男会員に卓話をお願いしました。

みなさんこんばんは 今月はロ タリ の活動がおおくなっております

　　先日のロータリー速報にポリオの件が載っていましたので、ここで読ま
　させていただきます。
　「ゲイツ財団がポリオ撲滅に新たな補助金」世界的なポリオ撲滅活動に
　充てるため、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団から国際ロータリーに対し

新たに2億5 500万ドルの補助金が寄せられました 野生ポリオウイルス

　　みなさんこんばんは。今月はロータリーの活動がおおくなっております。
　来週は伊藤さんにお世話になりながら、渋谷のフルーションコンサートに
　行きます。翌週はＩＭと続きます。

　新たに2億5,500万ドルの補助金が寄せられました。野生ポリオウイルス
　が現存する4か国（アフガニスタン、インド、ナイジェリア、パキスタン）の
　ガバナーエレクトとの会合を終えたビル・ゲイツ氏は、サンディエゴ国際
　協議会の本会議で、新たな補助金の提供を発表。「ポリオウイルスの
　完全な根絶は難しく、今後も難を極めることでしょう。撲滅という目標に

　私自身が深くかかわるようになったのは、撲滅を目指して努力を傾けるロータリーのひたむきな姿に
　深い感動を覚えたことが大きな理由です」と述べました。

今回受領した補助金は ロータリー創設以来104年の歴史において最も高額なものです。2007年11

　今回、募金の上乗せを条件に新たな補助金を受けたことで、ＲＩはさらに1億ドルの募金を目標に掲げ、
　「ロータリーの2億ドルのチャレンジ」と銘打って、2012年6月30日までに上乗せ資金を調達していく
　ことになります。
　　ロータリーは既に約7,300万ドル（うち現金寄付6,200万ドル、誓約1,100万ドル）を集めています。
　各クラブには今後3年間、一般の人々を対象に募金活動を実施するよう奨励しています。以上

先日、桜小学校に行ったところ、校長室に３袋のキャップがありました。回収の輪が広がってきて

　　今回受領した補助金は、ロータリー創設以来104年の歴史において最も高額なものです。2007年11
　月にも、ロータリーが同額を集めることを条件にゲイツ財団から1億ドルの補助金を受領していますが、

　　先日、桜小学校に行ったところ、校長室に３袋のキャップがありました。回収の輪が広がってきて

　西宮清夏さんの挨拶
「勤務先がきまりましたら、ご挨拶に伺わ

　いるようです。今後も、会員の皆様にはキャップの回収にご協力を頂きたいと思います。
    本日、西宮さんが事務局のお手伝いが最後のひとなります。次回の移動例会には参加していただ
　きます。ハーフマラソンのＴシャツをプレゼントします。

勤務先がきまりましたら、ご挨拶に伺わ
　せていただきます。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　 幹事報告は巻末に添付
 　１．幹事報告　見付春雄幹事   



　　「米山梅吉記念会館訪問のご案内」
　　日　時　　　21年3月28日　　午前７時集合

集合場所 三郷市役所

第８８８回

　 １．委員会報告　
　　米山委員会　加藤地次委員長

        お食事　　　　 　１２時～午後１時
観光巡り ２カ所ほど

　　集合場所 三郷市役所
　　会　費　　　１人　5,000円（食事代とバス代の一部）
　　行　程
　　　　到着予定　　　　午前１０時頃
　　　　ビデオ鑑賞　　　午前１０時３０分～午前１１時１０分
　　　　お墓参り　　　 　午前１１時１０分～午前１１時３０分

　　親睦委員会　　谷津茂男委員

        観光巡り 　　　 ２カ所ほど
　　　　三郷市役所到着　午後６時ころ
　定員が22人のバスです。多くの方の参加をお待ちしております。

　　親睦のゴルフコンペを企画いたしました。
日 時 ４月１４日（火）

　　参加費　　　 3,000円（今までの余剰金を使用しますので、実際は1,500円）
　　パーティー　 当日の例会時に行います（場所 KTTレンタホール）

　　　　　　　　　　食事・飲み物別途　各自ゴルフ場で精算　　

　　日　時　　　　４月１４日（火）　
　　ゴルフ場　　 かさまフォレストゴルフクラブ（旧タイホーカントリー）
    　　　　　　　　北関東道「笠間西インター」から１分
　　会　費　　　　9,950円（プレー費、キャディー費込み）　

加藤英泉会員

　　「親睦例会」
　　日　時　　　　４月１４日（火）　　点　鐘　午後６時３０分
　　場　所　　　　ＫＴＴレンタホール
　　会　費　　　　２，０００円（ゴルフ参加者も必要です）

　　加藤英泉会員
　　第８８９回の移動例会のご案内です。
　　日　時　　　　２月１４日（土）　午後５時代々木上原駅改札口集合
　　例会場所　　ブラスリーベック
　　食　事　　　　17:00～18:30
　　コンサート　 19:00～21:00
　　会　費　　　　５，０００円
　　「予　算」

　　　親睦委員会費　　                      85,000円
　　　広報委員会費　                      　30,000円
　　　　支出の部
　　　コンサート代　　　4,000円X25名＝100,000円

　　　　収入の部
　　 予　算」

　　　会   費            5,000円X23名＝115,000円
　　　例会費　              800円X25名＝20,000円

　　＊（事務局の二名分は会で負担）

　　　３．スケジュール

代 , 名 ,
　　　食事代　　　　　 　6,000円X25名＝150,000円

　　「ＩＭのお知らせ」
　　　１．日　時：2009年2月21日（土曜日）13：00登録受付開始　　
　　　２．場　所：松伏町中央公民館「田園ホール・エローラ」

　　　　　①　14：00　第1部：松伏高等学校吹奏楽部演奏（全国銅賞受賞）
　　　　　②　15：00　第2部：式　典
　　　　　③　16：40　第3部：懇親会



　　加藤地次会員 原稿をいただいておりますので、それを掲載させていただきます。

第８８８回
　 １．卓話

１３年ほど前から短歌を書いています 月に２首出さなくてはいけない　　１３年ほど前から短歌を書いています。月に２首出さなくてはいけない
　のですが、私は不精者なので、２首出すのが精一杯です。でも、これま
　でに３００首を超えました。第１００回目の時に記念誌を作りましたので、
　そのときの歌を持ってきました。

  一月の入院生活こたえたかよろよろとして足なえし父
  足なえし父を湯船にいだきゆきいい風呂だねと耳元で呼ぶ

しわしわの父のほほの髭それば我の手元はくるいがちになる

   寿ぎて米寿と傘寿の父母は今日もコタツで語り合うなり
   リハビリの車に休む父の背で声張りあげているのは妻なり
   ゆったりと柚子湯に入りてカボチャ食べー夜眠りて父は逝きたり

凍るよな師走の夜に求め来て棺の父と酒飲みにけり

   しわしわの父のほほの髭それば我の手元はくるいがちになる
   風呂桶に浮かぶが如くやせし父今はどっぷりゆったりと居る
   菖蒲湯に入りて喜ぶ父の頭に菖蒲を巻きて端午の祝

   三河路を八十路の母は杖をつき線香上げむとひたすらに歩む

   道祖神と並び首だす我が妻の童女の如くはしゃぎおりたり
   袋田の滝に来たりてでんがくを妻とほうばる柚子の香りす
   懐古園黒光する城門の前にたたずむ妻は小さし
   朝やけの窓を背にして立つ妻の影くきやかなシルエットよし
   久びさに妻と出かける朝の会車窓に浮かぶ十六夜の月

   凍るよな師走の夜に求め来て棺の父と酒飲みにけり

　自主出版しよう」とお話し
　されているようです。

　奥様と「500首できたら

   久びさに妻と出かける朝の会車窓に浮かぶ十六夜の月

   ゴキブリの子供チョロチョロダイニングしっかり生きよと励ましてやり
   目はまるく耳は大きくピンと立ち小細くして小糠食む鼠
   広々と坂東太郎の横たわる遥かに泳ぐ鴨の群見ゆ
   宝永の噴火に耐えし樅の木よ苔むすまでに末永く生きよ
   朝霧に見え隠れする残雪の富士の裾野に鴬の鳴く

   赤ちゃんのほっぺのようなねむの花木の下ゆけばふわりとうれし

   河底に青々と見ゆ北見草白く小さくひっそりと咲く
   北見草守る童のやさしさに応えて花よ末長く咲け
   用水の浅瀬を登る鯉の群れ肌ぶつかりて音たてており
   せせらぎに小さきザリガリ生き生きと鮒をはさみて共に流さる
   ほかほかと春の日ざしに鴨の群れ土手に上りて若草を食む

　　中村智英会員

   提灯の鈴生りのような桐の花青紫にほかほかと咲く
   大根の千切のような霜柱朝に踏めばサクサク鳴る
   泥沼に凜として咲く蓮の花間近く見れば蜜蜂のおり
   風にゆれキラキラ光る柊の若葉にふれてしばしやすらぐ

みなさんこんばんは 卓話の機会を与えていただき ありがとうござい　　みなさんこんばんは。卓話の機会を与えていただき、ありがとうござい
　ます。先日、石垣島のほうへ行ってきましたが、向こうではもう田植え
　をしていました、桜も咲いておりましたが、これから梅が咲くそうです。
　　最近、体調が今一でして、寒暖の差についていけないようです。
　男の更年期なのか、寂しさを感じています。今日は10℃以上になった
　ので、あれをやってみたい、これをやってみたいとか思います。
　　最近医者に月に２回ほど通っているのですが、「あなたは軽い心筋
　梗塞を起こしていましたよ。気がつきませんでしたか？」と言われまし　梗塞を起こしていましたよ。気がつきませんでしたか？」と言われまし
　た。そういえば、お酒をよけいに飲んで、あつい風呂に長湯したとき
　おかしいなと感じました。「暖かくなるまで、無理をしないほうがいいで
　すよ」ということで、長い人生そんなに慌ててもしょうがないなと思い
　ます。



　加藤さんの歌を２首吟じて終わらせていただきます。

　　中野忠男会員

　即興ですので、同じ節をつけて吟じろと言われてもできません。
第８８８回

　　５日から８日まで、グァムに行ってきました。あまり、お金を使わずに
　行ってくることができました。コースは結構難しいですね。ハーフは41か

42くらいで回れるのですが 海際のハ フはどうしても50くらい打 てしま　42くらいで回れるのですが、海際のハーフはどうしても50くらい打ってしま
　いました。
　　帰ってきてから、お医者さんに行ったのですが、ふくらはぎはむくむし、
　酒の飲み過ぎか、尿に血が混じっているとのことでした。疲れが溜まって
　いたんでしょうね。そこで聞いてきたのですすが、飛行機に乗るときは、
　女性用のタイツを履くと、締められるので、むくみがこないそうです。
　　私は、20才から68才まで、仕事してきましたが去年、倅に全部まかせ

ました

　 　たが、2000万円ほど先払いして欲しいとのことでした。　
　「他人の分をどうして、我が社が助けないといけないんだ」と少しハッパをかけました。それくらい世間は
　厳しい状況になってますね。
　　グァムに行った時の話ですが、若い人が多かったですね。働く気が欠如しているんだか、我々の税金で

遊んでいるのかなぁと感じました 人を追い越してまで頑張ろうという若者がいなくなったんですかね

　ました。
　　きょう燃料やの元売りが来たのですが、10,11,12,1月の４ヶ月間で、２億
　の引っかかりが出たそうです。昨年の８月の当社の燃料代が1500万でし

　材木に鋸をいれるとこまでです。朝９時に初めて４時半には終わったんですよ。要領よく、素早くやれば
　できるはずなんですね。何に付けても、頑張りが足らないように思えます。
　　いろいろな価格も下落しているようで、都内の土地は16％、戸建ては6％と来ておりますが、戸建ては
　それではきかないように思えますが。

自動車が売れないようで トヨタ スズキの工場の近くの駐車場は車で溢れかえっていて 停めきれず

　遊んでいるのかなぁと感じました。人を追い越してまで頑張ろうという若者がいなくなったんですかね。
　　先日、高橋さんのとこで、10坪くらいの場所の床張りをしました。大工さんに任せると３日くらいかかる
　そうですが、私がやると１日で終わってしまいました。大工さんにも手伝ってもらったのですが、それは

　　ロータリーも経営の勉強をしましょう！お尻に火がついてるような状況で、寄付をしてる場合ではないと

　　自動車が売れないようで、トヨタ、スズキの工場の近くの駐車場は車で溢れかえっていて、停めきれず
　に、運搬用の船の中にまでおいているようです。

　やりますが、協力出来る方はよろしくお願いします。
　　それと、吉村さんの一周忌の件ですが、来月の17日にお伺いする予定です。例会を変更して、祭すしで
　思うのですが。

　「２月１４日のコンサートのたくさんの出席ありがとうございます」
　伊藤　隆会員
　今から楽しみです。皆さんご家族お誘いあわせて多数参加してください　」

　大井巳喜彦会長　　
１．ニコニコＢＯＸ発表　片野秀臣会員　　合計金額　13,000円

　「２月１４日は夫人同伴例会、２月２１日はＩＭです。フルーションコンサート、松伏高等学校のコンサート

田中欣 会員
　「加藤さん、中村さん、中野さん、卓話ありがとうございました。加藤さんの短歌初めて詠みました。

　「２月２１日は代０グループのＩＭです。全員出席で参加しましょう」
　宮田　博会員

　中村智英会員
　「伊藤さんコンサート楽しみにしています。今日は最後までおつきあいの程、あおれとも早く帰られる
　　かな？」

　　内容が目に浮かんで感動しました」

そ 他 協力者 岡 繁夫 加藤地次 加藤英泉 山 勝矢 沖 良男 片野秀臣 見付春雄会員

　田中欣一会員

　　第886回　出席確定率はＭＵ７名により　８２．６１％

　　第888回　会員数２５名　出席数１４名　免除２名　欠席数１１名　出席率　６０．８７％
１．出席率発表　片野秀臣会員

　　第887回　出席修正率はＭＵ４名により　８２．６１％

　その他ニコニコ協力者　岡田繁夫・加藤地次・加藤英泉・山下勝矢・沖　良男・片野秀臣・見付春雄会員

１．閉会の点鐘　大井巳喜彦会長



第８８８回



　１．三郷市内関係からの報告

　　　　　日　時　　２月１４日（土）　　点　鐘　　午後６時３０分

　　　　　会　場　ムジカーザー　　渋谷区西原3－33－1　TEL O3－5454－0054

平成21年2月10日

第888回　　幹事報告

幹事　見付春雄

　　　　　Ⅰ　ゲイツ財団が、ポリオ撲滅に新たな補助金

　　⑦　2009～10年度　ロータリー手帳申込みのご案内　（申し込み締め切り2月25日）

　　①　2月17日の第889回例会を下記のフルーション　コンサートに変更のお知らせ

　　①　第40回みさとシティーハーフマラソン記念誌並びに記念品の受領

　　①　三郷ロータリークラブ様より2月プログラムの受領

                               ②　クラブ事務局用　1クラブ　2冊

                               ＊①②以外で必要とされる場合には、1冊　　2000円にて頒布（申込み期日　2月25日）

    ③　2008～09年度ライラ研修セミナー募集について（再度）のお願い

　３．他クラブ様からの報告

　２．ガバナー事務所からの報告

　　①　ポリオ撲滅・チャリティコンサートについて（御礼）の受領

　　②　「地区のあゆみ20年史」の申込み並びにご案内

          クラブへ送付分　①　2008年7月1日現在会員数分　1人1冊

　４．我がクラブからの報告

　　　　　　　　　　　　日　時　　5月23日（土）・24日（日）

　　　　　　　　　　　　宿泊場所　福島県ホテルリステル猪苗代

　　　　　　　　　　    登録料　　　研修生　　27，000円　　　ロータリアン　　29，000円

　　④　バーミンガム国際大会についてクラブ会長及び会長エレクトへの6月22日開催の特別サミット招待の

　　　　ご案内並びに国際大会予定表の受領

　　⑤　バーミンガム国際大会非公式行事の日本人朝食会（6月21日）のご案内　登録締め切り　4月15日

　　⑥　地区ロータリー情報委員会より『友』インターネット速報　NO15号・16号の受領

　　　　　Ⅱ　銃乱射事件の犠牲者のための追悼基金を設置
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