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例会日■平成 30 年 12 月 20 日（木） 会場■割烹八文字屋 開会点鐘■18.：30 2018-19 年度 VOL 23 

 

三春 RC テーマ：「、繋げようロータリー、繋がろうロータリー」 

－ ５０年続いたロータリーが１００年続きますように － 
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皆様今晩は 本日は

師走のお忙しい中ク

リスマス例会にご来

賓の皆様をはじめ、

会員の皆様ならびに 

ご家族の皆様多数ご臨席賜り誠に有難うござ

いました。光陰矢の如しで暑い暑いと言って

いた７月に本年度スタートしてからあっとい

う間にクリスマスの季節になりました。“年年

歳歳花相似たり、歳歳年年人同じからず”“ゆ

く河の流れは絶えずしてしかも元の水にあら

ず”と申しますが三春 RC も初代川又恒一会

長以来ゆく河の流れに沿って年年奉仕の花を

咲かせお陰様で来年度は５０周年を迎えます。

そこで今年度の三春 RC のテーマを“繋げよ 

 

うロータリー、繋がろうロータリー”（５０年

続いたロータリーが１００年続きますように）

としてまいりました。ちょうど来年は平成時

代から新元号時代になります。色彩豊かな三

春 RC の花を何とか今後も咲き続けさせたい

と思っております。皆様どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

又、今年度国際 RC のテーマは 

“Ｂｅ Ｔｈe Iｎｓｐiｒaｔioｎ”インス

ピレイションになろう 

“炎の人になろう”ということですがどう

も日本語としてはあまりピンとこないテーマ

でありました。 

よくよく考えてみるとどうもその違いは日

本語の常識と英語の常識との違いのようなの

です。それで今年度“４つのテスト”を英語と
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日本語で比較してみました。 

その結果わかったことは日本語の方がはる

かに大陸的で奥が深いということでした。４

つのテストそのものが潰れそうな会社を再建

するための合言葉みたいなもので関係者向け

のものだったそうですが、日本語は世界中の

“みんな”に向かっています。 

「自国ファースト」「自分ファースト」がま

すます強くなってきている時代に RC の“超

我の奉仕は” これから益々 世界中に必要

になってくるように思います。ロータリー精

神が発揮されて 現代の 「今だけ金だけ自

分だけ」の世界から「気配り目配り心配りの」

世界になるように願いを込めまして平成最後

のクリスマス皆様おおいに盛り上がって頂き

たいと思います。 

本日は誠に有難うございました。 

 

 

 

 

なし。                   

 

 

 

◇橋本国春会長エレクトより発表        

 

２０１９～２０年度 理事・役員を紹介いたしました。 

理 事 （８名）                      （敬称略・順不同） 

 橋本 紀子  渡辺 宏二 

 大内 富雄  影山 吉則 

 三瓶 一壽  山口 晋司 

 増子 博保  宗像 俊樹 

 

役 員                                     （敬称略） 

 会 長 橋本 国春 

 直前会長 石川 和広 

 副会長 三條 安國 

  〃 白岩 良子 

 幹 事 市川 宏一 

会 計 渡辺 利春 

会場監督 (SAA) 川又 暉之 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告・各委員会報告 

 

 

次年度理事役員紹介 

閉会点鐘 

 
米谷さんのお嬢さん！ 
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◇司会：渡邉宏二クラブ管理委員長       

開会のあいさつを橋本紀子副会長が行い、石川和広会長が来賓・来訪クラブを紹介した。 

その後、来賓を代表して下記の 3 人の皆様に祝辞をいただきました。 

◇三春町長 代理 総務課長 伊藤朗様、 

◇田村警察署長 遠藤孝様 

◇県中分区ガバナー補佐 大内富雄様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ジャズシンガー 千年さとみ様       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇各クラブ対抗戦              

金塊を積み上げろ！（ゴールデンタワーゲーム） 

（ルール） 

どれだけ高く積み上げるかを競い合うゲームです。 

制限時間 60秒  

各クラブ 5名の皆様の合計で競います。 

金塊の持ち運びは、必ず片手とします。 

一番高く積み上げたチームが優勝となります。 

ただし土台となる一番下は、金塊 1個とします。 

アトラクション 

Xmas 家族例会懇親会 

  

 

＜千年さとみプロフィール＞ 

  東京都港区生まれ、福島県郡山育ち。 

日本を代表するジャズピアニスト・アレンジャー 

前田憲男氏の目にとまり、東京都港区が主催する

「第 2 回前田憲男新人発掘コンサート」 にてプ

ロデビュー。第 1 回さいたま新都心ジャズボー

カルコンテストにて最優秀歌唱賞を受賞！ 

郡山南 RC所属です。 

ゴールデンタワーゲーム 

千年の時を刻む滝桜のように果てしなく

響き渡る魅惑の歌声の千年さとみさん。 
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◇成績発表 

  

優 勝  船引ロータリークラブ ６１ 段  ☞ 

 第２位  来賓チーム      ５４ 段 

 第３位  常葉ロータリークラブ ５３ 段 

 第４位  本宮ロータリークラブ ３７ 段 

 第４位  滝根ロータリークラブ ３７ 段 

 

個人賞は、会長より提供していただいた賞品を 

 下記の皆様にプレゼントいたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇増子博保青少年奉仕委員長         

 

本日も多くのスマイル 

ありがとうございました。 

スマイル合計金額 59,000円 

 

 

 

 

 

◇橋本国春会長エレクト           

 

 

 

 

 

 

    

    

スマイル発表 

 

中締め・閉会 
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 高橋 永さん（本宮 RC） 

平成年度最後の三春ロータリークラブ Xmas

家族会を楽しみに・・・！ 

 沼 昇一さん（本宮 RC） 

県中分区の皆さんとお会いして楽しい夜を過

ごさせていただきます。 

 糠澤隆雄さん（本宮 RC） 

三春のクリスマスパーテイ本当に楽しみ踊り

や歌や出し物が秀一。今年も本宮からエッサ

ホイサッサと駆け参じました。よろしく・・・！ 

 本田丈夫さん（本宮 RC） 

今年もいろいろありました。今夜もお酒で忘

れます。ロータリーバンザイ。みんなバンザ

イ！ 

 高田宗彦さん（本宮 RC） 

メリークリスマス！夜の三春の街をおとづれ

パリのシャンゼリ通りと間違えました。県内

一の文化の街にカンパーイ！！ 

 佐藤建一さん（本宮 RC） 

今宵は楽しい Xmas会ありがとうございます。 

 佐藤広幸さん（常葉 RC） 

メリークリスマス！昨日はありがとうござい

ました。 

 白石勝敏さん（滝根 RC） 

三春 RC のクリスマス会開催おめでとうござ

います！ 

 安瀬享さん（船引 RC） 

メリークリスマス！ 

 桑原正男さん（船引 RC） 

メリークリスマス！ 

 白石正一さん（船引 RC） 

メリークリスマス！ 

 矢内好男さん（船引 RC） 

毎年楽しみにしております。 

 御代田裕紀さん（三春町国際交流協議会理事

長） 

この一年間三春町国際交流協会 30 周年の通

年事業皆様にはいろいろお世話様になりまし

た。ところで、来年は、38年ぶりにローマ法

王が訪日するそうです。その時はぜひライス

レイクの家に立ち寄っていただきたいと思い

ます。美味しいコーヒーとクッキーでおもて

なしをしたいと思います。ロータリーの皆様

もどうぞご遠慮なく！ 

 石川和広会長 

本日はクリスマス例会多数ご出席賜りまして

有難うございます。平成最後のクリスマスで

す。感謝を込めてスマイルします。ところで、

福島県は健康寿命は目標値達成しましたがメ

タボと喫煙率は達していないようです。メタ

ボ予防の最後の薬は昭和のおふくろの味の料

理だそうです。日本の和食パワーは恐るべし

です。和食パワーで健康寿命 100万円を目指

しましょう。 

 白岩良子幹事 

今年も楽しいクリスマスを皆さんと過ごせた

ことに心から感謝です。今年度幹事で地区の

方は国際奉仕委員長です。ガバナー補佐もや

りました。次に残っている役職はアレかな。 

 佐久間英一さん 

クリスマス例会を祝い他クラブの皆様ご参加

ありがとうございます。ところで、最近クリ

スマス例会でサンタの格好をしていないので

寂しく感じます。来年はやりたいな！ 

 幕田勝壽さん 

クリスマスを祝って。来年の 1月 1日で 80歳

になります。因みに 1月 1日は、豊臣秀吉と

同じです。 

 渡邉宏二さん 

メリークリスマス！ところで、平成最後のク

リスマスを「お金をかけずに楽しむ」という

動きが出ているようです。平成に入ったばか

りの頃には、バブル期で「高級レストランや

ホテルを予約して豪華に・・」流行しました

多くのスマイルありがとうございました。 
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が、平成の 30年間でクリスマスの過ごし方も

変わったようですね！ 

ところで、JR西日本から地域おこしで養殖の

「大吟醸とらふぐ」「白雪ひらめ」が出たそ

うです。そこで我がやまだいでも三春ロータ

リーおこしのため幻の酒大献上酒タダタイを

発売します。ロータリー会員限定販売ですの

で会員以外の販売予定はございません。奮っ

て三春ロータリーにご入会下さい。 

 橋本紀子さん 

今年も無事クリスマスパーティを迎えられる

ことに感謝してスマイル致します。1 年間お

世話様でした。ところで、私は最近心境の変

化でウィグをつけましたがあまりに周りの反

響が大きいのに驚いています。15歳は若く観

えるというのです。中身は同じなのに髪型で

こんなに変わるものでしょうか？皆さんも一

度トライしてみては如何ですか？ 

 福原義守さん 

メリークリスマス！クリスマス家族例会を祝

してスマイルします。昨夜は船引 RCのクリス

マス家族会へ参加させていただきました。大

変楽しく賑やかで素晴らしいクリスマスでし

た。船引 RCの皆様ありがとうございました。

恒例の宝くじも買い、昨夜はその宝くじが当

たって三春 RC 全員でボリビアへ旅行してい

る夢までみました。どうか、正夢であります

ように！ 

 渡辺利春さん 

クリスマス例会おめでとうございます！とこ

ろで、東邦銀行お陰様で移転して 1年無事に

経過し酒とバラの日々を満喫しております。

さらに秘かにゴーン社長の隠し預金が私のと

ころに振り込まれるそうです。隠し預金だか

ら使ってもかまわないようです。今後ますま

す飲めそうです。 

 増子博保さん 

三春 RCの Xmas例会を祝してスマイルいたし

ます。ところで、カルロス・ゴーンさんの件

には驚きました。どれだけ有ってもお金はほ

しいものなんですかね。うちの家内なんか、

せっせと宝くじを買って 10 億当たった時の

お金の使い道を瞑想しています。「まず東京

にマンションを２つ買って、1 つは娘に、も

う 1つは自分の別宅に、お父さんにはレクサ

ス LSを買ってあげるね！」などと言っていま

す。皆さん私がレクサス LSに乗っていたら、

家内が宝くじに当たったと思って下さい。 

 大内富雄さん 

メリークリスマス！ところで、日本一の資産

家は、ソフトバンクグループの創始者孫正義

さんで、その額は２兆３０００億だそうです。

世界一は、アマゾン創始者ジェフ・ベゾスさ

んですが、その額なんと１１兆９０００億だ

そうです。因みに毎年２０億円もらっても１

１兆９０００億になるには、５９５０年かか

ります。ゴーンさんも悲しくなっちゃいます

ね。 

 山口進さん 

クリスマス例会を祝して。ところで、今年の

「ヒット商品ベスト３０」の第１位は安室奈

美恵さんでした。人物が１位になったのは、

１９９９年の宇多田ヒカル以来１９ぶりだそ

うです。安室さん引退関連の経済効果は５０

０憶だそうです。１０億円の宝くじ５０回当

選分です。「はぁーーー」 

 影山吉則さん 

メリークリスマス！三春町長様始め多くのご

来賓の皆様、県中分区ロータリアンの皆様に

お越しいただきまして有難うございます。と

ころで、今年の流行語大賞は「そだね～」で

した。この辺の言葉に直したら、「んだない」

でよろしいでしょうか？ 

 三瓶一壽さん 

ＭｅｒｒｙＸｍａｓ 今夜は楽しくやりまし

ょう。ところで、ＮＨＫの番組「チコちゃん

に叱られる」の視聴率が 14％を突破している

そうです。今年の流行語大賞のトップテンに

も、チコちゃんの決まり文句「ボーっと生き

てんじゃねえよ」がランクインしていました。

でもたまには、ボーっとしてみたいですよね

ー。 

 三條安国さん 

メリークリスマス！ホワイトクリスマスでは
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ありませんが・・。ところで、２０１５年を

もつて、座高を測らなくなったそうです。チ

コちゃんが皆さんにその理由を聞きました。

答えは「７８年間におよぶ大スキャンダルが

あった」ですが、結局座高の高い低いに意味

のないことが判ったからだそうです。昔は座

高が高いと内臓が発達していると考えられて

いたそうです。結構世の中には意味のないこ

とをしていることがあるんですね。 

 川又暉之さん 

クリスマスを祝して！ところで、英議会のご

たごたで原子力発電所の建設予定がのびのび

になって待ちきれず「もう限界」といった社

長がいましたが、我々福島県民こそが廃炉作

業が全く進んでいない現状に「もう限界」と

言いたいところですね。 

 富山和明さん 

今年は無事に結婚式をすることができました。

来年は少子化対策に取り組みます。ところで、

ペイペイの CEOがカナダで逮捕されましたが

沢山のパスポートを持って使い分けていたそ

うですがどういう風に使うのでしょうかね。

因みに私の場合はいくつかのぬいぐるみに入

ってあちこちのイベントに参加します。もち

ろんぬいぐるみですから移動料金はかかりま

せん。もうそろそろ海外からのオファーがあ

りそうです。ウフフフ・・・。 

 米谷量平さん 

メリークリスマス！今年１年も平和で年末を

迎えることを祝ってスマイルします。今年は

女房と娘が参加しているので張り切って司会

をさせていただきました。 

 遠藤孝さん（田村警察署長） 

ところで今年の年末特別取り締まりに新しく

一つ不満分子のテロに対する対策室を設置し

ました。警備ロボでパトロールして室内でス

プレー缶のガス抜きをする人を見つけたら即

連行して警察署の対策室でやらせます。これ

で不満分子の貯まったガスも少しは抜けるで

しょう。メリークリスマス！ 

 市川宏一さん 

今年１年を締めくくる漢字はわざわいの（災）

という字でした。本当に今年１年保険会社は

支払いで四苦八苦しています。さらに今年は

スプレー缶の爆風による保険も作らねばなり

ません。まさに爆風スランプ状態です。でも

私は大丈夫です。ロータリーの皆様が全員心

よく奉仕の心で保険に入ってくれるそうです。

有難うございます。 

 橋本国春さん 

クリスマス例会を祝してスマイルします。と

ころで、今年の漢字は災害の「災」でした。

２月の北陸豪雪、６月の大阪北部地震、７月

の西日本豪雨、９月の北海道地震や台風２１

号など災害が相次ぎました。１９９５年から

今年の漢字がスタートしていますが、いまだ

に幸福の「福」が一度もありません。来年こ

そは、今年の漢字が「福」であってほしいで

すね。 
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