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第４０８回 親睦例会 

 
       

         
 
李パスト会長ご提供のオーストラリア産 スパーク 

                          リングワインの抜栓風景。ごちそうになりました。 
 

           
 
 
←浩一君がホストしていただいだ噂の豪邸   
全室紹介出来ないのが残念ということです。       

 

 

 

Ｎｏ．３６ 

 

本日のプログラム  ４月１６日（日） 
 「 地 区 大 会 」 

日豪青年相互交流での記念スナップ（後列右から

５人目）が棚沢君 アフロヘアが目立っています。 

オーストラリアから帰りバナーを手渡す棚澤浩一君 古希を越えてなお若い田島武会員のお礼の言葉 



 
 

 
会長  飯塚 幸一 

 
皆さん今晩は、本日は親睦例会です。ワインを皆

さん楽しみにしていたと思います。 多いに親睦を

深め楽しんで頂きたいと思います。 
さて、先週が桜祭りの移動例会の予定でしたが、

メンバーの関周司様が御逝去され急遽、私の独断で

関周司君の追悼例会とさせて頂きました。 又退会

されました橋本パスト会長が御逝去され告別式に参

列して参りました。 
５日には熊谷市と姉妹都市であるインバーガーギ

ル訪問団の歓迎会に出席し団長であるトム＝ソーヤ

ーさんと交友を深めて参りました。 トムさんをは

じめ三名のロータリアンが来日されています。 
９日には熊谷市文化センターにて熊谷市美術展の

表彰式が行われ出席して参りました。 熊谷南ロー

タリー賞を手渡して参りました。 
１０日には熊谷会館にて地区大会の説明会が行わ

れ島崎幹事と参加して参りました。 地区大会も近

くなって参りましたが子クラブとして精一杯のお手

伝いと参加をして行きたいと思いますので御協力を

御願い致します。 
同日籠原のまんまるにて会長幹事会が開催され島

崎幹事と出席して参りました。 
本日例会前に理事会が開催され四月・五月のプロ

グラムが承認されています。 その中には職訪にて

相撲部屋の見学等もありますので、大勢の参加をお

待ちして居ります。 
５月１日オーストラリア、アッパーヤラ・ロータ

リークラブのロン・パスト会長ご夫妻が訪日される

との事で、当クラブとしてどう歓迎するか今後考え

て行きたいと思っています。 その節は皆様にも

色々と御協力を頂かなくてはならないと思いますの

でよろしく御願い申し上げます。 
 
                                                          

 
 

幹事 島崎 次弘 

 
１． 地区事務所より 

＊ 「友」インターネット速報№２２７．２２

８ 
＊ 地区大会作品展出品者の皆様へのお願い 

当クラブから３名の方が出品 
田島武会員より水墨画 ３点 
岡部俊之会員よりスケッチ ３点 
加藤公一会員より写真 １点 

 
 
２． 熊谷市美術家協会より 

＊ 第４１回公募熊谷市美術展の審査結果の

報告についてのお知らせと目録 
３． 行田さくらロータリークラブより 

＊ 創立３０周年記念式典への招待状 
５月１１日（木）行田平安閣、午後３時開

式 
４． 熊谷東ロータリークラブより 

＊ 会報№１４１３～１４２０ 
５． 熊谷市コミュニティづくり市民協議会より 

＊ 新熊谷市誕生に伴う協議会会員の再登録

の確認 
６． 米山梅吉記念館より 

＊ 館報７号と１人１００円募金のお願い 
７． 第１６回熊谷さくらマラソン大会会長富岡

清熊谷市長より 
＊ さくらマラソン大会終了のお礼と記念誌 

８． ＲＩより 
＊ＲＯＴＡＲＹ ＷＯＲＬＤ 

９． 立正大学より 
＊ 立正大学学園新聞 

             以上が届いております。 
 
 
 
 
 
 
               棚澤 浩一 さん 
 
こんばんは。 ご紹介いただきました，当クラブ

会員の棚澤正行の息子，浩一です。この度は，日豪

青年相互派遣団に推薦して頂き，遅ればせながらご

挨拶させていただきます。ふざけた頭で申し訳ござ

いません。 
 
 こちらの例会に出席いたしました，「サラ」という

女性の家に行くものだと思ったのですが，｢ロータリ

アンの方が受け入れをする｣という原則があるらし

く，１月の派遣団の一員，エメラルドという 18 歳

のかわいい女の子の家にホームスティさせていただ

きました。エメラルドのお父さんが，船を買いたい

というので，一緒に見に行ったのですが，大体船の

相場は，中古で一番安いもので500万円位のようで

す。見たのは 3000 万円位だったので「高いなあ」

といったら，「はっはっは！こんなの安いよ。家にあ

るのは 1 億円だよ。」血の気が引きました。冗談か

もしれませんが，どっちにしろ高いものを持ってい

る家庭でした。お父さんの職業は不動産屋さんです。 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 

日豪青年相互派遣団報告 



 

 
家の広さは説明するのが億劫になるくらい広かった

です。犬用のプールがあり，シアタールームがあり，

ワインセラーがあり，エメラルドの友達2人が住み

ついているし，この世の天国なのではないかしら？

と思いました。 
 

 
 色々はじめての経験がありましたが，特に印象に

残っていることの一つが，エメラルドに連れて行っ

てもらったクラブでの体験でした。エメラルドはそ

こでアルバイトをしています。そこで，テーブルに

座ってジントニックを飲んでいたら，２人の白人の

女の子が「ハーイ，アーユーフロムジャパン？」と

話しかけてきたんです。そうだと答えると，つたな

い日本語で話しかけてきてくれ，１時間近く一緒に

行動をしていました。日本だったら「おっ！これは

なんかいいぞ」となるのですが，ロータリーなので

丁重にお断りしました。決して日本語しかしゃべれ

ないからというのではありません。出発の挨拶のと

きに「慎んで楽しんできます。」といってしまった自

分を恨みました。 
  
次の日もパーティに連れて行ってもらい，パーテ

ィの模様を写真にとっていたら，海兵さんみたいな

屈強な男性が「おい！お前！ちょっと来い」と私を 

 
よびました。何かと思い彼の近くに行くと，「何写真 
撮ってんだ！見せろ！」とちょっと怒っていました。 
なので，彼のところを少しアップにして「私は日本

の写真家だ。この写真は日本の雑誌に載るんだ。」と

身振り手振りで言うと，彼は急に笑顔になり，「これ

はとてもいい写真だ。頑張れ，お前！」と握手をし

て行ってしまいました。不動産屋の息子でよかった

とこのときだけは思いました。 
  
クラブやらパーティやらでは，私の頭は大変人気

で，知らない外国の人が話しかけてきてくれました

が，フェアウェルパーティのときに，多数決で髪の

毛を切るという事態に陥ってしまいました。しかし，

ホストマザーが「お前の頭は最高にクールだ。だか

ら切る必要はない。日本の大人はセンスがない。私

がお前を守ってやる」といってくれ，多数決では，

４対２０くらいでこの頭を守ることができました。 
  
フェアウェルパーティでは剣道のデモンストレー

ションをやってきました。 
本当はウェルカムパーティでするはずでしたが，空

港で取り上げられしまい，ホストマザーが取り返し

てくれ間に合いました。そのとき使った竹刀は，こ

ちらにいらっしゃる吉田さんに頂き，吉田さんから

のプレゼントですと渡し大変喜ばれました。この場

をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうござい

ました。 
 
 この相互派遣で私が思ったのは，英語，やっぱり

必要だなって言うことでした。このような貴重な体

験を方にして更なる発展を目指したいと思います。 
チャンスを与えてくださった皆様に感謝申し上げま

す。ご静聴ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 出 席 報 告 
例会日 ４月１２日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３９ ２４ １５ ０ ６２％ 

 
お客様：棚澤浩一さん 

委 員 会 報 告 



 
 

 ニ コ ニ コ BOX 

 

飯塚幸一会長 
 棚澤浩一君お帰りなさい。オーストラリアはどう

でしたか？行方不明にならなかった様で安心しま

した。本日は親睦例会楽しんで下さい。 
島﨑次弘幹事 
 李パスト会長、今日はすばらしいシャンパンをあ

りがとうございます。このまま行くと５月の親睦

例会の遠藤さん、６月の親睦例会の山口さんが何

を出して頂けるか本当に楽しみです。お二人よろ

しくお願いします。棚澤浩一さんオーストラリア

の土産話楽しみにしてます。 
田島武会員 
 おかげ様で４月１０日に結婚記念日を迎えました。

夫妻共に元気に頑張っております。 
澤田將信会員 
 お世話になります澤田です。 
山口茂会員 
おまかせ！（ということなので、棚澤くんオース

トラリアおもしろかったかい。おみやげありがと

うございました。李直前会長シャンパンごちそう

様です、のめないけど！） 
渡邊藤男会員 
 本日たくさんの出席、ありがとうございます。出

席委員長として大変うれしく思います。 
加藤公一会員 
 熊谷市美術展に協賛有り難うございました。又会

長には表彰式に出席下さりこれも御礼申し上げま

す。熊谷市美術家協会理事として。 
清水武会員 
 長い間欠席で申し訳ありませんでした。これから

出席できます。よろしくお願い致します。 
馬場孝会員 
 先日の桜木小学校、入学式におきまして、飯塚会

長、田島副会長には大変お世話になりました。又、』

万平公園での桜祭りでは橋本代吉商工振興会会長

にもお世話になりました。 
松本幸久会員 
 こんばんは松本です！今月もよろしくお願いしま

す。 
棚澤正行会員 
 本日は息子と一緒にお世話になります。日豪青年

相互派遣団にご推薦頂き無事に帰国できました。

しぶとい息子が一段としぶとくなって帰ってきま

した。ありがとうございました。李直前会長シャ

ンパンごちそう様です。ニコニコたくさんの投函

ありがとうございます。 
 
 

 
 
 
 
橋本代吉会員 
 4 月 2 日南ロータリークラブ後援、曙万平町商工

振興会主催の万平公園での桜祭りも盛大に行なわ

れました。ロータリーの仲間の友情に感謝します。 
橋本代吉会員 
 パスト会長、橋本輝雄氏の通夜、葬儀告別式につ

き、会長幹事さんはじめ会員の皆様ご参列ありが

とうございました。ロータリーの友情に感謝しま

す。 
 
［会員誕生］ 
田島武会員 
 誕生日を祝って頂きありがとうございます。ロー

タリーライフは、私の生甲斐でありお陰様で元気

に頑張っております。 
木村廣会員 
 本日は誕生日を祝って頂き有り難うございます。 
斉藤考慶会員 
 お世話になります、斉藤です。これからもロータ

リーに燃えていきますので、宜しくお願いします。

李先生、美味しいワインありがとうございます。 
 
［奥様誕生］ 
井上哲孝会員 
 妻に美しい花を有り難うございます。 
 いよいよ当店「チャチャポーヤ」の山桜が満開を

迎え、明日４／１３(木)～４／１６(日)まで「夜桜」

営業をいたします。ＰＭ９：００までの延長営業

になります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

と妻が言ってました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 佐川順一・大野英夫・馬場孝 
TEL  048-522-6143 FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

http://www.ksky.ne.jp/~ksr/ 


