
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第 1215 回 （本年度 36 回） 

平成 25 年 4 月 11 日（木） 
 
雑 誌 月 間 
  

点  鐘 若狭 滋則 会長   

司  会 高瀬 建夫 会場監督 

唱  和 「四つのテスト」 

お客様紹介 お見えになりませんでした 
 

会員出席報告  市川 功一 出席委員 
 

会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 
本 日 

２１名 １4名 7名 ８２．３５％ 

前々回(3月 28 日)欠席 3名 Make up0 名 ９４．７４％ 

本日の欠席者 松川正二郎会員、小林正樹会員、田辺清春会員 
              

会長報告 若狭 滋則 会長(4 月 18 日) 

１．現･次期合同 会長･幹事会の案内が届いております。 
  日時：2013 年 5 月 7 日(火) 18：00～ 
  場所：ホテルＫＳＰ 
 ※現･次の会長･幹事で出席して参ります。 

幹事報告 戸張 裕康 幹事(4 月 18 日) 

１．他クラブ例会臨時変更のお知らせ  
●川崎多摩 RC 

5 月 2 日(木) 休会 
●川崎ﾏﾘｰﾝ RC 

5 月 2 日(木)         休会 
5 月 17 日(木)   夜間例会 

「川崎日航ﾎﾃﾙ」 点鐘 18：00 
●川崎高津 RC 

5 月 9 日(木) 岡本太郎記念美術館  
5 月 16 日⇒18 日(土)献血活動 溝ﾉ口駅前 9：00～ 
5 月 30 日(木) 県立高津養護学校慰問 9：00～ 

●川崎宮前 RC 
6 月 4 日⇒7 日(金)            献血活動 

●川崎鷺沼 RC 
6 月 19 日(水) 夜間例会を昼例会に変更 点鐘 12：30 
6 月 26 日(水) 夜間例会  

２．他クラブ会報の回覧  本日は、ございません。 
３．次週 4 月 25 日(木)は、移動例会です。 

クイーン･アリス ガーデンテラス日吉にて、 
点鐘 12：30 お間違えのないようご出席ください。 

 
卓  話    「私の趣味・道楽」  
◆ 若狭 滋則 会員 

私の趣味ということですが、

中学時代は生物部と柔道部に所 

  属していました。生物部って 

何するの？と思われる方もいる

かと思います。当時、私は蝶の

標本を作るのが趣味でした。蝶

を採集するために色々な場所に

行きました。 

高尾山には毎週のように行っていました。影信山、

陣場山、下へ降りると相模湖と、高尾山周辺は蝶の宝

庫でした。皆さん知っていますか？蝶は 

食草が決まっています。モンシロチョウ、ウスバシロ

チョウ、日本の国蝶のオオムラサキも食草が決まって

いて、見られる時期も決まっています。卵から成虫に

なるまでの期間も様々で、種類によっては成虫になっ

てから 2 週間くらいしか見られない蝶もいて、そうい

う時期に合わせて高原に行き夢中で蝶を採集してい

ました。 

 大学生になってからは猪苗代、裏磐梯でスキーです。

毎年決まった民宿に行き昼食抜きで滑っていました。

正月には必ずお餅をついてくれ、そのお餅をからみ餅

にし、仲間と競争してお辞儀が出来なくなる位食べま

した。その頃が一番楽しかったかなと思います。 

社会人になってからは渓流釣り、秋田の能代川、鳥

海山、安房峠などいろんな所に行きました。 

今はゴルフですね。最近、整体で背骨を治してもら

ったせいか、肩が良く回り、昨日は優勝することがで

きました。あとはお酒を飲みながらのカラオケ、それ

が私の趣味と道楽かなと思います。 
 

◆ 山田 一之 会員 
私は昭和１ケタ生まれなの 

で、私みたいな時代遅れの  

野暮な男に、趣味や道楽を 

語れと言われても、何もあ 

りません。戦争で貧乏のど 

ん底に落ち、新潟に家族で 

行きました。両親は病気が
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ちで身体が弱く仕事が出来ない、戦後のインフレでど

うしようもない、そんな時代でした。同級生の父親が

銀座の蕎麦屋におり出前持ちを欲しがっていると聞き、

昭和27年 3月 31日東京へ出ました。当時の私の夢は、

小さな店でも良いから親子そろって商売したいという

ことでした。海外旅行は夢のまた夢。ゴルフや麻雀な

ど何一つ出来ませんでした。 

そんな私が、12 カ国位外国を見ることが出来ました。

ブレーメン通り商店街の理事長を務めてからは、ドイ

ツとは 11 年の間行き来することとなりました。理事長

に就任した時は、反国際派の方が多く孤軍奮闘、結構

苦労しました。しかしながら当時の横浜銀行元住吉支

店長のご協力で、国際交流の姉妹都市を結ぶことがで

きました。当時の川崎市長の親書をブレーメン州の首

相への親書を手渡す、またドイツとの交渉など様々な

経験をすることが出来ました。徐々に周りの方々のご

理解を得ながら、ドイツとの国際交流が始まって 20年

経ちました。私にとって日本とドイツの小さな国際交

流でしたが、趣味や道楽を遥かに超えた次への違う人

生の想い出として心に残る出来事でした。 
  

◆山本 剛 会員 
男の道楽は、呑む・打つ・買 

うと言います。最近では女性 

もそういう傾向が強いようで 

す。道楽というのは昔から益

がない。趣味は実益を伴うこ

とがあります。 

私は大学 1年生の頃、ビリヤ 

ードに初めて行きました。

それから病みつきになり、学校にも行かずビリヤード

ばかりしていました。そのせいで、全国大会に出場す

る腕前になっていました。全国から選抜された 10 人し

か出られないような大会です。それも 2 回ほど優勝候

補になりました。その 2 回とも優勝は出来ませんでし

たが、全国 3位と 5 位という成績でした。それから 39

歳まで続け、40 歳を機にビリヤードとタバコを辞めま

した。お陰様で、喫煙した年数よりも禁煙した年数の

方が長くなり、肺もキレイになったのではと思います。 

最近では囲碁もやらなくなりました。代わりに、も

っぱらテレビでのスポーツ観戦が趣味になっています。

スポーツ観戦というのをネットで見てみました。スポ

ーツ観戦は男の趣味だそうです。一般的に女性はあま

り見ないようです。なぜかというと、男は昔、外に出

て狩猟をしていました。狩猟で獣を追いかけるという、

その名残が頭の中のどこかに残っている。18、19 世紀

に出来たスポーツはそれを再現しているスポーツが多

いらしいです。男は、自然と監督になって采配を振る

っているような気持ちになり易く、シュミレーション

をしながらスポーツ観戦をするため、スポーツ観戦に

熱中してしまうようです。現在の私もまさにスポーツ

観戦にハマっています。 

 

ニコニコ報告 山本 剛 出席委員長 
 
若狭 滋則 会長・戸張 裕康 幹事 

先日の４月４日はお釈迦様の誕生日でした。お寺

の保育園等では「花祭り」で甘茶をかけてお祝い

していました。２５年度は日本にとってどんな年

になるのか？ 

スタートは順調ですね！  

都倉 八重子会員 

 ゴルフコンペ、とても楽しかったです。 

次回までには、ニアピンが取れるように練習してお

きますね！ 

大場 秀幸会員 

 ドイツ大使館訪問ではお世話になりました。 

川崎中原 RC ゴルフ同好会 

 昨日は中原 RC のゴルフコンペが開催され楽しい 

１日を過ごすことができました。 

親睦委員会一同 

 今年２度目のクイーンアリスガーデンでの例会で

す。この会場がいいのは駅からほとんど濡れないで

来られることと、窓いっぱいに広がる緑の景色だと

思いますが、皆様はどう思われますか？ 

「みんなニコニコ」 

山田 一之会員・小林 克司会員・小泉 正博会員 

山本 剛会員・鈴木 次男会員・会田 公雄会員 

歌崎 勅男 

 
 

ポリオ情報 
 

2013 年 4 月 9 日現在、今年のポリオ発生件数は 18例

です。アフガニスタン 1 名、ナイジェリア 11名、パ

キスタン 6名です 

4 月 10 日、世界の 400 名を越える科学者（ノーベル

賞受賞者、公衆衛生大学長、衛生学専門家など）が名

を連ねた「ポリオ根絶に関する科学的宣言」 

（The Scientifice Declaration on Polio 

Eradidation)が発表され、2018 年までに世界からポ

リオ根絶する新プログラムについての自信を示しま

した。 

*********************************************** 

関場慶博 sekiba@japan.email.ne.jp 

せきばクリニック 

http://www.asahi-net.or.jp/~ya9y-skb/ 

 弘前アップルロータリークラブ会員 

国際ロータリー第 2830 地区 2000-2001 年度ガバナー 

米山記念奨学会 2012-2013 年度選考委員会副委員長 

国際ロータリー日本青少年交換委員会(RIJYEC)監事 

 全国ロータリアンインターネット協議会(JRIC)理事 

*********************************************** 

ニコニコボックス 本日 17,560円 累計 653,289 円 

記念日ニコニコ 本日   10,000円 累計 80,000円 


