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 国際ロータリー第 2770 地区 第 12 グループ 

川口北ロータリークラブ 
         例会場：川口市芝新町 9-10 

            東京信用金庫 蕨支店 

            例会日：毎週水曜日  

                     TEL:048-264-5020 FAX:048-261-9756 

                     E-mail: kawaguchi-nrc@bloom.ocn.ne.jp 

            事務所：〒333-0866 川口市芝 2-4-25 

 

   

           

 

 

 

 

ロータリー活動の根源

でもある「奉仕」を通じ

てロータリーライフを

楽しみましょう！ 
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会長      森川  昌紀 

会長エレクト  増田   徹 

副会長     菅   祐伸 

幹事      原   浩明 

クラブ広報   小林   忠 

SAA         山口 久仁幸 

会計      千葉  秀樹 

【本日のプログラム】 

第 1778回例会 

  10月 3日（水） 

    卓話 

♣地区職業奉仕委員長 

    丹井亮一様 

   

 

             

 

【次回のプログラム】 

第 1779 回例会 

  10月 10日（水） 

卓話 

♣川口北高校 

  渡邉秀昭校長 

第 1776・1777 回 例会記録 9 月 19・26 日（水） 

 

 
ソングリーダー 

松本  明会員 

「われら日本のロータリアンの歌」 

「4 つのテスト」      サラ・スサーナ・ユンニラさん 

  

     
 

夜間例会 茂木会員「寄席」 
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森川 昌紀会長挨拶 

 

お彼岸入りですが残暑ま 

だまだ厳しいですね。暑 

さ寒さも彼岸までといっ 

たものですが？日本及び 

近隣諸国の暑さは様々に 

とどまるところを忘れたかのようです。ここ最近は昼

も夜もいきなり雷雨が襲ってきてまさに熱帯気候の

ようです。洗濯物や夜窓を開けているときなどあっと

いう間にびしょ濡れです。急や、いきなりは、なんで

も心の準備がままならない所がありますね。いい塩梅

と言う言葉がありますが、ちょうど「いい塩梅が」世

界的に人間にも気候にも必要とされているのではな

いでしょうか？お客様をご紹介します。本日の卓話者

のサンユーの平林様、元米山奨学生のランギョウエイ

さん、地区広報委員の福田昭様、フィンランドから来

ました交換留学生のサラ・スサーナ・ユンニラさんで

す。さて、先日９／１６総務省統計局は「敬老の日」

を迎えるにあたり、いよいよ６５歳以上の高齢者が３

０００万人を突破しましたとの事です。総人口に占め

る割合も 24.1％と過去最高で、およそ４人に１人が

高齢者。いわゆる「団塊の世代」が高齢者入りをはじ

め、急速な伸びを示しています。先週お話しした介護

予防リハビリ体操を行っていただきいつまでも元気

で、社会保障に頼らなくても良い体づくりを目指して

頂きたいです。昨日、９／１８川口西ＲＣ主催の献血

奉仕活動に行って来ました。リリアにて実施。献血は

過去にも何回か行っております。事前のアンケート用

紙に記入ほぼすべて「いいえ」を記入し 海外から帰

国して４週間以内？との項目に「はい」とチェック。

韓国から帰国して２週間ちょっとなので素直に記入

したところそこでアウト。海外から帰国して４週間以

内の方は献血が出来ないそうです。川口西ＲＣの松永

会長へ報告しました。せっかく来たのですが私の血は

役に立ちませんでしたと、あえなく退散。リリア催し

物会場で受け付けをして裏の広場に献血バスが３台 

盛大に開催されており、大変意義のある奉仕活動であ

ると実感致しました。韓国と言えば、韓国安山ＲＣチ

ェ・サン・ソン会長よりり安山ＲＣ３０周年記念式典

に参加していただき誠に有り難うございます。 

 

 

 

お蔭様で素晴らしい式典になったことを感謝します。

皆様にくれぐれも宜しくお伝え下さいとのメッセー

ジを頂きました。ご報告致します。当クラブチャータ

ーメンバーの松波良知さんの御葬儀が９／２６水曜

日午前１１：００より慈星院さんにて執り行われま

す。当クラブより２名の受付をお願いしますと奥様か

ら依頼を受けました。原幹事と田中出席委員長にお願

いを致しました。宜しくお願いします。９：３０集合

との事です。２０１３－１４年度青少年派遣候補生 

川口北高校 上野あずささんが正式に合格いたしま

した。川口北高校 渡邊校長先生も大変喜ばれており

ました。増田年度になりますので宜しくお願いしま

す。９／２６（水）夜間例会が行われます。新入会員

候補者をお連れしようと考えております。その際は、

皆様で韓国安山ＲＣから歓迎されたように熱烈大歓

迎をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

原 浩明幹事報告 

1.当クラブ例会スケジュール 

9/19（株）サンユーさいたま 

    平林洋社長 

9/26 夜間例会「茂木会員 

    寄席」 

10/3 地区職業奉仕委員長 丹井亮一様 

10/10 川口北高校 渡邉秀昭校長 

10/17 周雪佳さん（米山奨学生）・地区米山記念

奨学増進委員長 駒﨑繁夫様 

10/24 川口北・川口むさし野 RC2C 合同例会 

    川口市教育委員会文化財課金箱文夫課長 

10/31 川口県税事務所 松島利夫所長  

2.地区セミナー 

9/29（土）帰国学生報告会 

10/12（土）クラブ研修リーダーセミナー 

3.当クラブ委員会 

10/3（水）会員研修会 講師：内山 武司会員 

4.例会変更         6:30～ 芝事務所にて 

＊川口北東 RC 9/25（火）「夜間例会」 

5.その他 

＊松波 良智氏（享年 76歳）本葬 日時：9/26 

  （水）午前 11時より 式場：慈星院 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 客 様 

地区広報部門委員 福田 昭 様 

本日は、広報部門からのお願い 

に参りました。国際ロータリー 

の優先項目の中に「戦略計画」 

があります。その中の 1つに 

「公共イメージと認知度の向上 

」というのがあります。クラブ 

の認知度を向上させる為、現在取り組んでおりま

す。1 つの手段として、現在ネットワークを活用

しております。会員と地域社会の人々とのコミュ

ニケーションを深めるようにする。さらにプロジ

ェクトで支援を受けた人や団体、将来会員となる

と思われる人とのコミュニケーションを深めるよ

う考えております。具体的には、地区のホームペ

ージの充実や FaceBookの活用による情報発信、

情報交換を進めております。 

1. 会員のプロフィールを会員専用サイトに登録 

2. 各クラブの奉仕活動を地区ホームページに掲

載。各クラブの活動状況、卓話予定などが閲覧。 

3. 宣伝バナーを用意しております。 

4. 地区内の各クラブの HP の充実を目指す。（サ

ポート致します。） 

ご協力をお願い致します。 

＊詳しくは、頂いた資料をご覧ください。 

  

本日の卓話 （株）サンユーさいたま 

        平林 洋社長 様 

私は長野県出身でございます 

昭和 18年生まれの 69歳 

になります。「ああ上野駅」 

で 16歳にて上京して参りました。 

した。両親は高校の教師です 

が昔の教師ですね、すぐ「拳 

こつ」が飛んでくる教育を受けて育って来ました。

私は勉強が大嫌いでしたので、学のある人は首か

ら上で考え、私のような者は、首から下で努力を

し、人より秀でた技術を身に付けるしかないと思

って頑張って来ました。16 歳の時、夏休みに大

阪の叔父の所で、叔父のミゼットに乗り京都へ行

く途中、今でも忘れられません、「松下電器産業」

という白亜のような 3 階建ての立派な建物でし

た。叔父が「これは小学校しか出ていない松下幸

之助さんの会社だよ」と教えてくれました。わた

しは、小学校しか出ていなくとも世界へ羽ばたけ

るのだと思い、カルチャーショックを受けました。

私もそうなりたいと思いながら、39 年前に借金

をし、3 人で「サンユー」という会社を作りまし

た。4回大病をしましたが、月に 1度の休みで毎

日遅くまで働き、現在 4か所を拠点に約 30人の

社員を抱えております。しかし、リーマンショッ

ク以降こんなに悪戦苦闘するなどとは夢にも思い

ませんでした。さあこれから、海外旅行でも行こ

うと思っていたら、とんでもない。売上不振をも

ろに受けました。私どもだけではなく、零細企業

の宿命だと思っております。しかしその為に頑張

って来たのだと心に思い、今私は、自動車販売や

その他に対しても、お客様がやって欲しい事は何

でもやろう！喜んでくれる事もやろう！信用第

一！それによって「ファン」が増えるのではない

かと心に思い社員共々頑張っております。本日は

ありがとうございました。 

蘭 暁栄さんあいさつ 

皆様こんにちは、本日はうち 

の社長と参りました。今、両 

国の間が緊張しております。今 

の私には何も出来ませんが、将 

来友好の懸け橋になりたいと思っております。 

 

委員会報告 

奈良 栄一郎親睦委員長 

来週、9/26（水）は夜間例会に 

なります。茂木会員の「寄席」を 

ご披露頂くことになっております 

出来るだけ多くの会員の方に出席を頂きまして、

盛り上げて行きたいと思います。 

 

 

出席委員会 

 

田中 一任委員長 

 

 

会員 出席 計算 MU % 

29 18 23 2 86.96 

 

 

 

 



 夜 間 例 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ委員会  谷口  顕委員長 

9/19 例会 16 口 17,000 円 

森川 昌紀  平林社長本日は宜しく 

       お願いします。 

原  浩明  蘭さんお元気ですか。 

増田  徹  槙プロ完敗です。もういじめないで下さい。 

奈良 栄一郎 本日も宜しくお願い致します。 

菅  祐伸  本日宜しくお願いさせて上げます。 

千葉 秀樹  本日も宜しくお願い申し上げます。 

切通 勇次  よろしくネ！ 

田中 一任  本日も宜しくお願いします。 

西田 宗平  蘭さん久しぶりです。作業着似合いますね。 

今村  勲  平林様卓話ありがとうございます。 

槙  孝夫  平林様卓話宜しくお願い致します。 

山森 喬夫  平林様ようこそ。 

山口 久仁幸 平林社長今日はありがとうございます 

小林  忠  平林様ようこそ。 

藤原 忠雄  平林様今日は宜しくお願い致します。 

谷口  顕  蘭さん・平林さんようこそ。 

9/26 夜間例会    5 口 7,000 円  

森川 昌紀  茂木さんありがとう。 

山口 久仁幸 茂木さん今日は楽しみにしています 

茂木 浩之  よろしくお願いします。 

須田  清  楽しい例会。 

藤原 忠雄  茂木さんの話を聞きに来ました。今日楽

しくお願いします。待ってました。 

累計 273,000円 

 

 

森川 昌紀会長挨拶 

夏のセミ時雨から一転、夕暮れから秋の虫たちの音色が心

地よい響きと実に心地よい風に過ごしやすさを感じます。

まさに、暑さ寒さも彼岸までとはよく言ったものですねさ

て、本日当クラブ会員の松波さんの本葬の儀が執り行われ

ました。当クラブからは原幹事と田中出席委員長に受付を

お願いいたしました。お二人には早朝よりお手伝いお疲れ

様でした。慈教院大僧都良智和尚の戒名にて来世に旅立た

れ、故人の素晴らしいお人柄が偲ばれる素晴らしい本葬の

儀が無事に終了いたしました。心よりご冥福をお祈り申し

上げます。さて皆様、今年は猛暑と少雨の為いたるところ

で生態系や農作物の被害が出ておりますが、中でも特に蜂

の被害が多くなっております。仕事柄、蜂と遭遇する機会

は多いものですが今年は特にスズメバチが猛威を振るって

おります。雨が少なかった為に猛繁殖したのと熱すぎて家

の中に蜂の巣をつくる。うちの職人でもスズメバチに刺さ

れて右腕が太もものように腫れ上がったりして大変なおも

いをしております。なかでも刺されたらすぐに毒を吸い出

すことをお勧めします。専用の吸出し器がありますがなけ

れば口で吸出し吐き出してください。飲んだら駄目です

よ！口の中が歯槽膿漏や傷や歯の治療中は駄目です。ほか

の人にやってもらって下さい。さて本日は茂木会員の落語

寄席です。会員さんの芸を披露して頂くのは始めての試み

ではないでしょうか。秋の夜長を落語で過ごすなんて粋で

すよね。宜しくお願いします。前座になぞかけを一つ、整

いました。ロータリーとかけまして今年良く鳴いたセミと

掛けます。そのこころは、ツクツクホウーシ、つくづくほ

うし、つくづく奉仕でございます。ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

さて本日は茂木会員の落語寄席です。会員さんの芸を

披露して頂くのは始めての試みではないでしょうか。

秋の夜長を落語で過ごすなんて粋ですよね。 

宜しくお願いします。前座になぞかけを一つ、 

整いました。 

ロータリーとかけまして今年良く鳴いたセミと掛け

ます。 

そのこころは、ツクツクホウーシ、つくづくほうし、

つくづく奉仕でございます。ありがとうございます。 

 

 

2 年前から読売カルチャー川口で「落語入門」講座を受講

しています。講師は落語協会真打の古今亭駿菊師匠です。

頂いた名前は、「すまいる亭 ぼぎい」です。今回の話は、

古典落語の「湯屋番」です。遊びが過ぎて勘当になった若

旦那が銭湯に奉公に行き、番台に座り女湯にこんな人が来

たらいいなあその人と仲良くなって・・という妄想する話

です。あまりうまくない私の話を聞いて頂きとてもうれし

く思いました。これに懲りずに是非リクエスト下さい。あ

りがとうございました。       茂木 浩之 

 

 
 

  


