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＜司会＞佐藤 真介 SAA

＜斉唱＞ソングリーダー：親睦委員 松本 光昭 君

•ロータリーソング「それでこそロータリー」
•会 歌「すばらしき仲間」

片山 政博 会長 挨拶
皆さん、こんにちは。一週間経つのは早いですね。先週の例会
は友好クラブの静岡東クラブさん、杉田会長さんはじめ 10 名
の皆さんをお迎えして駅前の安兵衛ビルの丸松で夜例会を開催
しました。当クラブからは、31 名の皆さまに参加いただき、誠
にありがとうございました。翌日は、フォレストゴルフ場で親
睦コンペを開催しました。当クラブからは 12 名の参加でした。
静岡東クラブさんからは、4 名の参加でした。結果は、静岡東ク
ラブさん、高田さんが優勝。そして 3 位・4 位・5 位も静岡東
クラブさんでした。ゴルフ幹事の皆さんが気をきかせたのでしょ
うか？皆さま気分良くお帰りになられました。担当の北村愼一
君、本間健一郎君そして SAA と親睦委員会、ゴルフ幹事の皆さ
んが一生懸命協力して下さり、大変ありがとうございました。
9 月 17 日青少年交換派遣学生の帰国報告会がホテルオークラ新
潟で開催されました。当クラブが推薦し、韓国へ一年留学した、
野口希子さんが大きな声で堂々と帰国報告をされました。ほの
ぼのとした気持ちになり、とても印象的でした。終わりに地区青少年奉仕委員長 佐藤真介君が閉会の挨拶をされました。佐藤君おつ
かれさまでした。
前回もお話しましたが、9 月 7 日に IM が開催されました。講演会はとても興味深く、心打つ素晴らしい内容でしたので、一部分をお
話させていただきます。講師は横浜ロータリークラブ所属の北原照久様でした。横浜で「ブリキのおもちゃ博物館」を開館されており
ます。テレビを見てご存じの方もいらっしゃるかと思いますが『開運！なんでも鑑定団』に鑑定士として 24 年間出演されております。
なんとこの 24 年間、1 度も休んだことがなく皆勤だそうです。その話はまた後ほどさせていただきます。今回の演題は「夢の実現
ツキの 10 カ条」でした。夢はこうして実現するんですよ、というお話をされていました。運の良い人・悪い人はやはりいて、どうし
たら運が良くなるかというお話がありました。これからお回ししますが、ほとんどの方が感動して本を購入されていました。この表紙
に出ている写真ですが、現在、北原さんがお住まいになっている家だそうです。ちょっと聞いたら 7 〜 8 億円もする家を買ったのだ
という。これを夢として「欲しいな」と思っていたら、夢が実現した、という話から入りました。それからことごとく北原さんが夢
に描いたものが手に入ったのだという。夢を実現させるために大切なことは３つあると語られていました。それは、①夢を口に出して
情熱的に語ろう。夢は一人では叶えられない。②夢が実現したことを具体的にワクワクイメージすること！ ③夢が実現するまでやり
続けること！ だそうです。それと運の良さも必要だそうです。ツイている人、運がいい人はいて、それはこのような人だそうです。
どうしたら運が向くのか、夢の実現、ツキの 10 カ条をお教えします。1. プラス発想をする 2. 勉強好きになる 3. 素直である 4. 関心
を持つ 5. 感動する 6. 感謝する 7. ツイている人と付き合う 8. 親孝行する 9. ほめる 10. ツイていると思い込む
では、運が悪い人とはどういう人なのかと言いますと、文句を言っている人、愚痴をこぼす人 、人の悪口を言っている人だそうです。
私も再確認しましたので、これを肝に銘じてこれからの人生歩んで行こうと思います。最初に北原さんが 24 年間一度も休んだことが
ないというお話があったと思いますが、そこもやはり運が向く人の秘訣だな、と捉えました。
我々のこのロータリークラブにも皆勤賞、10 年 20 年 30 年と来られているという表彰がありますが、出席し続けることが人生にとっ
て非常に大切なことなのかなと、改めてお話を聞いていて感じました。
最後に、本日のゲストのご紹介をします。ＮＨＫ文化センター卓話講師・朗読講演講師 高山憲治さんです。後ほど講話をよろしくお願
いいたします。のんぴーり青山の管原さんと加藤さんです。東海東京証券 加藤貢太さんです。
今日はこのくらいにして、終わらせていただきます。ありがとうございました

ゲスト・ビジターの紹介
●NHK 文化センター
朗読講座講師

高山 憲治 さん

●のんぴーり青山

●東海東京証券(株 ) 新潟支店

●会員の創業記念日

●会員の結婚記念日

管原 さん、加藤 さん

加藤 貢太 さん

お祝い
保科 義則 君 （株）大橋商会

水本 直弥 君

NAO

水本 孝夫 君

三和商事（株）

松本 光昭 君

第一建設工業（株）新潟支店

河崎 順昭 君 （株）新潟エヌテーエヌ

前田 穣 君 （株）国際総合計画

長坂 正人 君

有竹 浩二 君

齋藤 誠一 君

大宮 一真 君

佐々木 彰 君

島 賢資 君

【紹介】親睦委員会

松本 光昭 君

委員会・同好会報告

●社会奉仕委員会
委員長

孫 犁冰 君

●のんぴーり青山
管原さん

●健康ランチ

田淵 展子 君

●ゴルフ同好会

松岡 功太郎 君

●野球同好会
野澤 修 君

●松本 光昭 君

ピアノリサイタルのご案内

松本 光昭 君

水本 孝夫 君

のお越しを会場でお待ちしています。

ラブ来訪ゴルフコンペお陰様で無事に終了す

野澤 修 君

バーを入れて総勢 15 名のコンペでした。表

11/24 仲道郁代ピアノ・リサイタルに皆様

7RC 野球大会ガンバリます。10 月 7 日応

援お待ちしています。会場はエコスタです。

【ニコニコ BOX】
松岡 功太郎 君

ニコニコサポート

9/7 分 5,011 円

松岡 功太郎 君

静岡東 RC とのゴルフコンペが無事に終わ

り、ほっとしています。皆様ご協力ありがと

うございました。水本さん幹事なのにもらい
すぎでは！？

ることが出来ました。静岡東の 4 名のメン

彰式では全体の部で上位 5 位までの中で静

岡東のメンバー 4 名が入り、且つ優勝が直

前会長の高田さんでした。偶然とは言うもの

の、まさに絵に書いたような接待ゴルフでし

た。ちなみに私はブービー賞を頂きました。

しかしながら、捨てる神あれば拾う神あり。
当クラブゴルフ同好会の部では見事優勝さ

せて頂きました。同伴プレーヤーの中川さん

と野澤修さん、静岡東の高田直前会長に感
謝しニコニコします。

月間賞
【紹介】
松岡 功太郎 ニコニコBOX委員
孫 犁冰 君
●井上 陽一 君、

幹事報告
●村山 栄一 幹事

卓話「ことば・アラカルト」

【ゲストスピーカー紹介】
寺嶋 一夫 君

次回例会

9 月 15 日（土）開催の静岡東ロータリーク

●NHK 文化センター

朗読講座講師 高山 憲治 氏

9 月 28 日 卓話「母が語る豊山関」 小柳 由紀子 君

本日の出席率 64.91% ／ 2 週間前メークアップ後 84.75%

