
2007-08 国際ロータリーテーマ

「ロータリーは分かちあいの心」

★ 会長報告・来訪者紹介　
　　　　　　　　　　　　山本 憲作会長

　第2030回　例会（第七回例会）
　卓話例会　桑名北RC　服部真道パスト会長　

★ 点鐘

★ ロータリーソング斉唱 第４週

★ 四つのテスト唱和

★ 来訪者紹介　山本会長より

★ 来訪者紹介

本日は、桑名北ロータリークラブより、服部様はじめ３名の方にお越し頂きました。

本日卓話をして頂く予定となっております。 服部様、どうぞ宜しくお願いします。

★ 会長報告

皆様２週間のご無沙汰でした。連日連夜、猛暑が続いていて、大変ハードな季節が続いております。

私が子供のころは、暑くても３０度くらいだったと思います。今はさらに暑くなり、日本は、地球は大丈夫だろうか？

痩せる思いです。本来であれば、秋を感じる季節でありますが、まだまだセミの声が聞こえます。

メタボリック対策から一ヶ月が経ちました。皆様効果の方は如何でしょうか？

健康の秘訣は早寝早起き朝ご飯です。メタボリックの対策は、健康の予防に繋がります。

小澤瑛さんの推薦により、柿沼さんが本日入会しました。これから入会式を行いますが、

柿沼さん、宜しくお願い致します。

★ 入会式

推薦者の小澤会員と、新入会員の柿沼孝枝（よしえ）さんに

前に出て頂き、山本会長より柿沼さんにロータリーバッジが授

与されました。小澤会員の紹介により、柿沼新会員よりご挨拶

がありました。



★　柿沼新会員

このようなクラブの方からお誘いがあるとは、思ってもいませ

んでした。私は一歩一歩歩きながら、地域の皆様に貢献し

て自分なりに精一杯やってきたつもりです。　私の周りにい

るロータリーメンバーの方は皆様大変素晴らしい人ばかりで

して、私がそこに加わる事は大変おこがましい事だと思って

おりました。小澤さんより気楽な気持ちで良いからと言う事と

、渡辺様や山本会長より大変親切にして頂き、入会させて

頂く運びとなりました。これからしっかり努力していきたいと

思います。どうぞ、宜しくお願い致します。

★ 幹事報告

※ ８月１１日（土）インターアクトセミナーが越生町のみやこ会館にて行われました。

　　インターアクトクラブの小椋委員長と境野委員が出席して参りました。

※ ８月１５日（水）青少年交換留学生 ファブリッツオ ツルーリオ君が成田に降り立ち、

　　来日致しました。通称コリー君。小山パスト会長は、ツルジローと呼んでいるようです。

※ ８月２０日（月）未来特別委員会と市民大学特別委員会の炉辺会合を行いました。

　　市民大学は、平成２０年５月開校予定のようです。

※ ８月２１日（火）コリー君のウェルカムパーティをプレイバッハで行いました。

　　コリー君の趣味は卓球だそうです。山本会長 古沢委員長 境野会員は、

　　中学生の時卓球部に入っていたと言う事で、大変盛り上がっておりました。

　　近々卓球大会を催しますので、奮ってご参加下さい。

※ ８月２３日（木）本日の例会では、桑名北ロータリークラブさんよりお越し頂き、

　　卓話をして頂きます。宜しくお願い致します。

※ ８月２４日（金）明日は鴻巣カントリークラブで歓迎ゴルフ会を行います。

　　行田ロータリークラブの参加会員は、１９名であります。

※ 本日入会された柿沼孝枝（よしえ）会員の１年間の世話人は、紹介者であります

　　小澤瑛会員にお願い致します。

※ ８月２６日（日）環境保全委員会において、水城公園の清掃を行います。

　　午前７時～８時の１時間です。清掃道具は用意してありますので、ご家族と一緒に

　　でもご参加下さい。

※ ８月３０日（木）例会は夜間例会で、午後６時３０分よりふじみ寿司さんで行います。

　　行田市長 工藤正司（まさし）様の卓話で、テーマは「行田市への思い」であります。

★ 委員会報告 ※ 環境保全委員会　冨田委員長

８月２６日、６時４０分に受付をして、ストレッチ運動してから清掃活動を行います。
参加をお願いします。



※ インターアクト委員会 境野委員

８月１１日、越生町のみやこ会館でインターアクト大会が行われました。

この近辺では、羽生第一高校、熊谷高校、熊谷女子高校、松山女子高校が、インターアクト

活動を行っているようです。高校生による点鐘、そして高校生の司会進行によって、全て滞り

なく行われました。ではここで、簡単にインターアクトに触れてみたいと思います。

インターアクトとは、１４歳から１８歳までの青少年または高校生のためのロータリー提唱の

奉仕クラブです。各学校のインターアクトクラブは、毎年少なくとも２つの奉仕プロジェクトを

実施します。１つは学校または地域社会に奉仕するプロジェクトで、もう１つは国際理解を推

進するプロジェクトです。各インターアクトクラブは、ロータリークラブによって提唱されます。

ロータリークラブは、インターアクトクラブを継続的に指導します。

さらにインターアクターは、しばしば提唱ロータリークラブのロータリアンと提携し、ロータリー

の各種プロジェクトに熱心に協力します。（インターアクト要覧より）

今回の事業は、行田さくらロータリークラブさんとの合同事業となっております。

これを機に進修館高校にインターアクトクラブを作る事により、行田ロータリークラブは

奉仕のパートナーを得るだけではなく、青少年を地域社会の将来を担う指導者を育成する

機会に恵まれる事にも繋がります。 皆様のご協力を、どうぞ宜しくお願い致します。

※ ゴルフ委員会　武井委員長

明日、鴻巣カントリークラブでゴルフコンペが行われます。

小澤委員が受け付けをします。ご参加の皆様、どうぞ宜しくお願いします。

※ 健康管理委員会　横田委員長

メタボリックに関して、本日も栄養士さんがみえております。

例会後に相談のある方は、宜しくお願いします。

※ 青少年交換委員会　古沢委員長
１）8月15日（水）交換留学生のファブリッズオ・ツルーリオ君が来日。

、そして、今日例会に出席しました。

２）空港での模様はクラブホームページのフォトギャラリーで紹介しています。

、昼食風景の写真の一枚に、コリー君がビール片手に乾杯をしているように見える

、写真があります。よく見ると山本会長の持つビールとコリー君がお茶を持つ手が

、重なっているのが分かります。（※誤解のないよう写真を差し替えさせていただきました。）

３）8月21日（火）行田市長に、さくらＲＣの留学生と共に表敬訪問。市長がコリー君に

、趣味は？と尋ねると驚いたことに日本語で“卓球”と答えていました。えらい！

４）その夜“ウエルカムパーティーも開催。Ⅰ小山ホストファミリー、Ⅱ田山ホストファミリー、

、Ⅲ内山ホストファミリーともすっかり仲良しになり、この先の留学生活が素晴らしいものに

、なる予感あり。

５）本日例会後、受入れ高校の進修館高校に同行予定。校長、教頭、担当の先生にお会い

、します。



★ ファブリッズオ ツルーリオ君（挨拶）

行田ロータリークラブの皆様こんにちは。私はアメリカノースキャロライナよりきました。

名前はファブリッズオ ツルーリオです。通称「コリー」です。日本名は「ツルジロウ」です。

皆様のおかげで日本で勉強出来る事を、大変喜んでおります。日本を学び、日本を勉強

していきたいと思います。

★ 本日の卓話 桑名北ロータリークラブ 服部真道パスト会長様

「億万長者になるためには」
皆様こんにちは。今日は卓話にお呼び頂き、ありがとうございます。先ほどご紹介頂きましたが

今年１１月には私ども地区大会があります。皆様にはご面倒をおかけしますが、どうぞ宜しくお

願いします。

私の波乱に満ちた人生、皆様の前でお話するのは恥ずかしい限りですが、お話させて頂きた

いと思います。私は今年６１歳になりますが、生まれた時から父親はいませんでした。非常に貧

乏を経験してきました。その所為か、私は負けん気が強かったように思います。同じ年代の方

はご理解頂けると思いますが、我々の年代は団塊の世代で人数が多く１学年８クラスありました

。その中での私は、１クラス１人いるか２人いるかの就職組でした。成績は結構上位におりまし

たが、私は一切親に言わずに就職の道を選びました。

自動車関係の道に進みました。当時、私は自動車に夢中になりました。友達が良いところの御曹司でありまして、

彼も車が好きでその関係でプロのレーサーになろうと思いました。鈴鹿が近い所為もあり、自動車レースにも出ました。

車のレースは大変お金のかかるもんです。自動車関係を１０年やっておりましたが、その後親戚の叔父さんより

仕事を手伝ってほしいと言われ、仕事を変えました。その後独立して飲食店を２８年やっておりました。

お金儲けをしたいと言う、強い気持ちがありました。不器用でありながらも、人に負ける事が大変嫌いでした。

何が儲かるか？真剣に考え、すし屋が良いと思いすし屋を始めました。当時１０坪のお店でしたが、

みるみる伸びていきました。一千数百万の売り上げまで伸びました。そうこうしているうちに夢が膨らんで、

その後２億円かけてお店を作りました。そして１４年前に、ロータリークラブにも入会させて頂きました。

どんな業種でもそうですが、永久に良いと言う業種はありません。そして私には息子がおりません。

娘が３人いますが、３人とも嫁いでしまいました。６０歳になる３年ほど前から、売り上げが落ちていきました。

大きなお店を作ると、固定費が結構かかります。飲酒運転もうるさくなりました。

私がお寿司屋さんを始めた動機はただ単にお金儲けをしたいと言う事でこの道に入ったのですが、

年の所為か色々な事を考えるようになりました。そして今年の１月に、たまたまですがお店を売ってもらえないだろうか？

と言う話がありました。１週間待ってもらいました。娘に相談したところ、お父さんの好きなようにすれば良いと、

言ってくれました。飲食店は大変です。湯本さんもご理解頂けると思いますが、朝も早く夜も遅い。

そう言った経緯により、今年２月にお店を売りました。従業員さんにも退職金を払い、後始末もしっかりしました。

その間私は色々な事を考えました。どこに原因があったのだろう？そこで私は億万長者になると言う本に出会いました。

世の中お金持ちお金持ちと言いますが、昔金持ちだった人が今はどうか？と言いますと、不良債権に

悩んでいる人もいます。お金持ちの方と言うのは、どう言う人がなれるのか、自分には何が足りないんだろう？

色々と考えました。純資産１億円持っている人を、金持ちと言うようです。借金を差し引いた数字の事です。

まず億万長者になる方は、自分の好きな事、得意な事、人に喜ばれる事を、職業としているようです。

私は金儲けだけに走っていたように思います。今は、人に喜ばれる事をやろうと真剣に考えております。

人にどれだけ喜んでもらえるだろうか？　　　以下次のページに続きます。



本日の卓話　続き

お金を稼ぐために仕事をしている。これで億万長者になった方は少ないように思います。

自分から人に与え、如何に人に喜んでもらえるか？これが仕事だと思います。

現実はそう簡単にいくわけないだろう。私も反論したくなりますが、これは納得するしかありません。

自分に出来る事、好きな事、人に喜ばれる事は、何だろうか？人間は自分を信じなければ事は成せませんので、

色んな事を考えながら、次の商売を考えているところです。

皆様とご縁があって、こうして親しくさせて頂く事、私にとっては素晴らしい財産です。

娘たちも、今まで頑張ったんだから少しは休めばいいじゃない。と言ってくれます。

今は５時に起きます。起きてすぐ窓を開けて、家族からは嫌がられています。

それからタバコも止めました。孫からも、「ジジ偉いね」と言ってもらってます。

つたない話ではありましたが、ありがとうございました。

★ 謝辞　山本会長

服部様、本日は卓話ありがとうございます。私も２１年生まれです。同世代です。好きな事とはどう言う事か？

好きな事をやっていれば、何時間でも飽きないです。大変勉強になりました。

★出席状況報告　 ※ 山本栄治委員長

会員数　65名　本日の出席者３２名　メィキャップ者５名　本日の出席率５６．９％

★2029回「新潟県中越沖地震」義援金寄付者
　　　　　　　　　及び金額のご報告

※ スマイルボックス委員会
　　　　　　　　　　　　反町委員長

義援金額：10,000円
寄付者名(五十音順)

会員氏名

大野 　年司 様 小山 　博 様 宮内 　廣介 様

小澤 　瑛 様 境野 　登章 様 山田 　晃 様

黒渕 　陽夫 様 武田 　和則 様

小菅 　克祥 様 田山 　僖一郎 様 ※２度目

以上、１０名の会員の皆様ありがとうございました

★2030回「新潟県中越沖地震」義援金寄付者
　　　　　　　　　及び金額のご報告

※ スマイルボックス委員会
　　　　　　　　　　　　反町委員長

義援金額：10,000円
寄付者名(五十音順)

会員氏名

桑名北ロータリークラブ会長 江平　強 様

桑名北ロータリークラブ会員 山本　勝 様 次のページに続きます。



　

義援金 続き

内山　俊夫 様 小菅　克祥 様 渡辺　栄一 様

小澤　瑛 様 小山　博 様

柿沼　孝枝 様 坂本　研一

以上、2名の来訪者、7名の会員の皆様ありがとうございました

★ニコニコ報告.反町委員長.........................第２０30例会

山本会長 桑名北RCの皆様、本日はどうもありがとうございます。

武田幹事 桑名北RCの皆様ようこそいらっしゃいました。服部パスト会長様、
私も億万長者になりたいです。参考にさせていただきます。

桑名北RC
江平会長
服部パスト会長
山本会員

本日は、お忙しい中お邪魔致します。宜しくお願い致します。

柿沼新会員 今日より入会させて頂きます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

小沢会員
柿沼孝枝(ヨシエ)さん行田ロータリー入会ありがとうございます。
ロータリーライフ一緒に楽しみましょう。

坂本会員 蝉しぐれ　山本しぐれ　夏も過ぎ

小山会員 鶴次郎のホストファミリーとして楽しく英語の勉強をしております。

小林会員
桑名北RCの皆様ようこそ行田へ。服部様卓話ありがとうございます。
柿沼孝枝様ご入会おめでとうございます。交換留学生ツルージオ君ようこそいらっしゃいました。

内山会員
桑名北RCの皆様ようこそ。蛤は、冷凍して大切に時々いただいています。
柿沼さんこれから宜しく、ツルジロー　一年間宜しく。

永島会員
桑名北RCの皆様ようこそ行田へ。
新入会員の柿沼様ようこそ行田RCに女性の目で行田を変えましょう。

小川会員
桑名北RCの諸兄歓迎　あいにくゴルフが出来ず相すみません。
柿沼孝枝氏の入会おめでとうございます。

湯本会員 服部パスト会長様卓話ありがとうございます。江平会長様、 山本勝様行田へ
ようこそいらっしゃいました。柿沼孝枝様行田ロータリークラブ入会おめでとうございます。

清水(義)会員
柿沼会員さんの入会によって行田RCも一段と明るくなります。
早くお仲間が増えると良いですね。

古沢(勇)会員
桑名北RCの皆様お久しぶりでございます。柿沼新会員ようこそ!　
これから宜しくお願い致します。コリー君、スピーチ頑張って下さい。

小島会員 柿沼さん入会歓迎いたします。桑名北RCの方々ようこそ行田へ。
合同例会ではお世話様になりました。

大谷会員 委員長欠席につき、代わりにタスキをかけます。明るい例会にご協力を

福島会員 桑名北RCの皆様ようこそ!｠ 服部様卓話宜しくお願い致します。
交換留学生　通称コリー君を宜しくお願い致します。

以下同文

諸貫会員・武井会員・冨田会員・大野会員・小池(英)会員・小山会員

渡辺会員・武笠会員・田山会員・横田会員・小菅会員・植田会員・反町会員

合計金額　　45，000円

★ 点鐘


