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大本　　茂会員

11月13日（火）
ゲスト卓話
望月　啓行氏
（静岡RC＝地区ロータリー財団委員会）（田丸屋）
テーマ 「ロータリー財団月間に因んで」
〈ロータリー財団委員会担当〉
※第6回 役員・理事会開催

本日の例会は、新会員卓話・赤石光裕会員にお願いし
ております。後程、お話しを楽しみにしております。また、先月
の27～28日と甲府で当地区の地区大会が開催され、多くの
会員に遠路参加して頂きまして、本当にありがとうござい
ます。
今月の特別月間は、ロータリー財団月間です。私の勉強も
含めて、ロータリー財団についてお話しさせて頂きます。
ロータリー財団は、1917年国際ロータリー基金として発足

し、昨年100周年を迎えました、正式名称は「国際ロータリー
のロータリー財団」、1983年に非営利財団法人となり、RI
事務総長がロータリー財団の事務総長となります。
財団の使命は、地域・全国・国際レベルの人道的プロ

グラムとして地区補助金など。教育的プログラムとして国際
親善奨学金、GSE研究グループ交歓。文化交流プログラム
を通じてロータリーの目的と使命を遂行し、世界理解と平和
を達成しようとする国際ロータリーを支援するのが、財団の
使命です。

アスリートの言葉です。テニスのビーナス・ウィリアムズ選手
です。
ビーナス・エボニー・スタール・ウィリアムズ（Venus Ebony 
Starr Williams, 1980年6月17日 - ）は、アメリカ・カリフォル
ニア州リンウッド出身の女子プロテニス選手。身長185cm、
体重73kg、バックハンド・ストロークは両手打ち。これまでに
WTAツアーでシングルス49勝、ダブルス22勝を挙げている。
自己最高ランキングはシングルス1位、ダブルス1位。 
1990年代後半からアメリカ女子テニス界のトッププレイ

ヤーの一人として活躍。妹のセリーナ・ウィリアムズとともに、
女子テニス界に「パワーテニス」を持ち込み、これまでの女子
テニスのスタイルを一変させた。 
シングルス・ダブルス・混合ダブルスでのグランドスラム優勝
合計は23回で、特にセリーナ・ウィリアムズと組んだダブルス
の優勝回数は、オープン化以降チーム歴代2位タイの14回。 
オリンピック金メダル4個獲得は、男女通して妹のセリーナ・

ウィリアムズと並び歴代1位タイ。 

私のモットーは、「私は生きている。だから、何でもできる」で
ある。

（第1336回例会）

出席報告

本日の例会案内

11月20日（火）
第6回休例会

次回のプログラム

戸﨑　博隆幹事 会長挨拶 山﨑　俊昌会長

開会点鐘 山﨑　俊昌会長

ロータリーソング 北上　紘生会員

ビジター紹介 大本　　茂会員

「君が代」「奉仕の理想」

静岡RC
米山記念奨学生

柴田　　隆文様
ド・ゴック・ハン様

2018年11月6日  ［火］　 第1335回例会　天候：　

司会進行

会　長●山﨑 俊昌
副会長●森崎 和敏
幹　事●戸﨑 博隆
副幹事●杉山 　直

静岡北ロータリークラブ S H I Z U O K A   N O R T H   R O T A R Y   C L U B

月　日

10／16

10／23

11／6

会員数

33（32）

33（33）

33（32）

出席数

26名

25名

28名

欠席数

6名

8名

4名

メークアップ

1名

－

－

改正出席率

84.37％

－

－ 赤石　光裕会員新会員卓話
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•地区大会参加のお礼。
•次週は例会終了後、役員・理事会を開催致します。
•ロータリーカードの推進。
•〈市内RC 12月例会変更〉

■赤石　光裕会員
本日は、卓話の機会を頂きまして、誠にありがとうござ
います。
緊張のため、心配もありますが、宜しくお願い致します。
■杉山　義郎会員
赤石さん、本日の卓話、よろしくお願いします。
■大橋　利昭会員
7クラブ合同チャリティゴルフ大会ではお世話になりま
した。皆様のご協力ありがとうございました。
クラブ対抗戦は毎回、最下位でしたが、今回は、中田
さんの活躍で4位になりました。
11/8に「愛の都市訪問」に10万円を寄付します。
11/9の朝刊に掲載されると思います。
■北上　紘生会員
腰痛とわき腹痛のため、11/3のゴルフコンペを欠場し
てしまいました。
お詫びの意味をこめて、スマイルします。
■望月由紀江会員
先日は、お誕生日のケーキ、ありがとうございました。
50才まであと2年、目一杯頑張ります。
7クラブ合同コンペ、楽しくラウンドする事ができました。
ありがとうございました。

戸﨑　博隆幹事幹事報告

青木　丈洋会員スマイル

閉会点鐘 山﨑　俊昌会長

［担当：大橋（利）］

◆私自身もよく他県の方に
•りんご、毎日食べるんでしょ？
•日本酒飲むんでしょ？ お酒強いんでしょ？
•寒いの大丈夫でしょ？
　など、よく聞かれた思い出があります。

◆次に、私が生まれた弘前市についてお話したい。
まず、明治の終わり、私のひいおじいさんが、樺太（今のサハ
リン）から弘前市へ移住してきた。
岩木山の麓に広がる津軽平野にある、高杉地区におりて、
りんご農家を始めました。まさしく広大なりんご畑が広がり、
相撲の盛んな地区であります。

◆実家の近くには、「土俵の鬼」と呼ばれた、初代 若乃花の
生家。

◆その後、順調に小学校・中学校へと進みました。
因みに青森県の小学校には、必ず校庭に土俵とスキー山
（小高い丘）があり、体育の時間に、夏は相撲、冬はスキー
をみっちり行った思い出があります。

◆高校は、青森県立弘前高等学校へ入学しました。
青森県においては、一応伝統校でありまして、有名な卒業生
を紹介させて頂くと、
•太宰　治
•（映画監督） 鈴木清順 •（NHKアナウンサー） 鈴木健二
•田中清玄　 •石坂洋次郎
•長部日出雄　•三浦雄一郎
ここでお気づきでしょうか？ この通り超有名なのは、私世代の
大先輩達ばかりです。
私と同じ世代の卒業生では、私も含め、まだいません。
これからかも知れません。

◆その後、地元の弘前大学へ入学し、私にも青春時代が訪れ
ました。ここでは、青森県の有名な観光地の紹介もしながら、
お話したいと思います。
●十和田湖・奥入瀬渓流
湖畔に乙女像がある。この辺がメインのスポットになって
おりまして、記念撮影をしたりする場所。
しかし地元では「乙女像の前で写真を撮ったカップルは
別れる」というウワサがあった。乙女のやきもち。
そこで僕達は「別れるなんてイヤだ！ずっと一緒だよ」なん
て言いながら写真は撮りませんでした。が！しかし、その後
1年もたたずに2人の間に別れが訪れました。乙女の像
は関係なかったですね！
●次は、浅虫温泉です。県内では有名な温泉地でありまして、
趣のある宿が沢山あり、20年前、当時お手頃なプランで、
食べきれないほどの海の幸が出たのを覚えております。
周辺にはゴルフ場もいくつかありまして、旅館やゴルフ場
で働く友人によりますと、芸能人もお忍びでよく来ていた
そうです。
例えば、演歌の大御所五木ひろしさんもよく訪れていた。
ここではあえて関係は言いませんが、「若くてすごくキレイな
女性」と来ていたそうです。

◆津軽弁を御紹介したいと思います。
•「け」→毛、ちょうだい、食べて
•なんぼ、かっちゃましんだば！（すごい、むさくるしいね！）

本日は、私の生まれ育った故郷、青森県
についてお話したいと思います。

◆皆様は、青森県について、どの様なイメ
ージをお持ちでしょうか？
34年前の吉幾三の「俺ら東京さ行ぐ
だ」という曲があります。

テレビも無ェ　ラジオも無ェ　
新聞無ェ　雑誌も無ェ　たまに来るのは回覧板

こんなのはあるはずがないのですが、当時は信じた人が本当
にいたそうです。まぎれもなく田舎ですが、良く言えば大自然
に囲まれ、多く残っている所でしょうか？

5日（水）

17日（月）

17日（月）

20日（木）

21日（金）

静 岡 西

静　　岡

静岡中央

静 岡 東

静岡日本平

日　付 クラブ 場所／時間
ホテルセンチュリー静岡
17：30～18：30

グランディエール ブケトーカイ
11：30～12：30

ホテルアソシア静岡
11：30～12：30

ホテルアソシア静岡
11：30～12：30

中島屋グランドホテル
17：00～18：00


