第 2169 横浜港南ロータリークラブ週報
2019．8．21．[水] 第 2407 回例会報告
◎司 会
佐々部ＳAA 委員長
◎ロータリーソング
『R-O-T-A-R-Y』
◎ソングリーダー
笠原合唱委員
◎ﾋﾞｼﾞﾀｰ ・横浜港南台ＲＣ会長 添田悦子様
・横浜港南台ＲＣ幹事 鳥居 悟様
◎出席報告

阿曽出席委員

会 員 数 出 席 者 出席率 前回
数
修正率
36(7)名 30(6 )名 85．7% 86.1%
（ ）内は出席免除会員数

前月
平均率
91.6%

◎ 幹事報告
① ９月２８日の創立５０周年記念式典の会員・ご夫人
の出席について、回覧を回しますので、ご記入くだ
さい。
② 次年度の第５グループガバナー補佐の推薦は、横
浜南陵ＲＣの下山様に決まりました。
③ ８月７日の理事会報告をします。
・

・ １１月２ 日の港南区との共催イベントについて、
８月から既に発信しています。今年はじめて行うイ

◎ 会長報告
① ８月１８日港南区剣道連盟の表彰式に尾形幹事と
出席して来ました。地域におけるロータリー活動を
大事にしていきたいと思います。

創立５０周年記念時には半纏を制作し着用します。

ベントなので、何か皆様のところへ相談など来まし
たら、実行委員までお知らせください。
・

佐々部ＳＡＡ委員長より、お盆明けから席替えを行
います。後ほど説明があります。
ビジター・ゲストの人数が多い場合は事前にＳＡＡ
まで報告お願いします。

・

天野国際奉仕委員長より、当クラブ５０周年に伴い
まして、セブポートセンターＲＣの方が、９月２５日
から日本に滞在されます。その後、ロータープラス
トについて後日説明があると思います。

・

先日お話したチャリティゴルフについて、今回は当

クラブとしては欠席とします。

いの弟の４人家族です。ちなみに両親はお互い１０人
兄弟の末っ子同士です。

◎ 委員会報告
① ボルダリング共催イベント

昭和４８年の時代背景としては、第二次ベビーブー
瀧実行委員

ム世代で、輪島が５４代横綱に昇進。電電公社によるＦ

協賛金にお申し込み頂いた方で、広告掲載をご

ＡＸサービス開始。『ちょっとだけよ、あんたも好きね』と

希望の方は私から登録アドレスにメールを送ります

いう加藤茶の流行語が流行りました。ヒット曲は『女の

ので、その返信にデーターを添付し返送してくださ

みち』『喝采』など。

い。引き続き協賛金のご協力をお願いします。
② 親睦委員会

西山親睦委員

＊ 会員入会記念日祝

父は昭和４７年に独立し運送会社を設立しました。
私が４歳の頃、従業員は５～６人に増えて、売り上げも
増えたのですが、支払いもその分増え、従業員の給料

豊場会員(２２日)

を支払うのに精一杯で、自分の給料まで行き着かない

＊ 配偶者誕生日祝

月が結構あったと言っておりました。

笠原シズエ様(２０日)

その結果、家計は火の車、よく家に訪問客が訪れ
てはトントン『宮島さんいらっしゃいませんか、電気代の

◎ 横浜港南台ＲＣ会長 添田悦子様より

集金に参りました』など、毎月月末近くになるとこういう

今年度会長の添田です。一年間よろしくお願い致し

方々が家に訪れました。しかし、その度に母はおっかな

ます。私共の例会場として３１年間横浜銀行の会議室

い人がきたから、見つからないように『ベッドの下に隠

を使用しておりましたが、店舗を入れるとのことで、例

れなさい』と、当時は楽しく隠れんぼうをしているような

会場を変えなければいけなくなりました。そして、8 月に

感じに思っていました。今では良い思い出です。私は何

来る青少年交換学生は横浜学園に決まりました。神奈

不自由のない生活をさせてもらったと思っています。

川大学に通う米山奨学生、これからイギリスのインペリ

昭和５２年、幼稚園に入り、サッカーをやりました。昭和

アルカレッジに慶応大学大学院の男子が留学します。

５２～５３年頃にサッカーをやったことのある人は少な

いろいろありますが、鳥居幹事と協力して進めて参りま

かったと思いますが、園長先生の息子さんが本場ブラ

す。どうぞよろしくお願い致します。

ジルでサッカーを学んできた人で、本格的に教えて頂き
ました。なんと同じ幼稚園のサッカー部に飯島さんがい

◎ 『イニシエーションスピーチ』

宮島会員

らっしゃいました。同級で同じ幼稚園だったのです。
私は吉原小学校に入学しました。私は神奈川区に住

本日はイニシエーションスピーチのお時間を頂きあり

んでいましたが、小学校入学と共に伯父と祖母の家に

がとうございます。今日は写真をご覧頂きながらお話さ

一緒に住むことになり、家族６人で昭和５４年から日野

せて頂きます。

２丁目に住んでいました。

私は昭和４８年１１月１２日午前４時２１分神奈川県
菅田町で生まれました。２，８９０ｇで両親と私と２歳違

サッカーをやりたかったのですが、当時サッカーはま

だまだメジャーではなく、少年野球をやっていました。こ

③ アンドレアガシに勝つ。

こで上下関係の厳しさを勉強しました。

これを本気で考えていました。フロリダに行って２日目

港南中学に入学しました。今日いらしている鳥居さん

に、なんと、アガシが隣のコートで練習を始めたのです。

も同級生で、昔は小・中学校時代山の中をかけずりな

ここぞと張り切り、我々も本気のラリーをしますが、我々

がら遊びました。

が１往復するのに、ウオーミングアップのアガシは２往

高校に入学したころ、当時はバブルの後退期で、当

復していました。早くも２日目に挫折を味わいました。

社も景気はうなぎ上りで、父にも余裕が出てきてゴルフ

ジムレイヤーさんはたまたま契約が切れてしまい、弟

を始めることになりました。一人で練習場に行くのが嫌

子の方に一年半メンタルを教わりました。それを基本に、

で一緒に連れられて行きました。日限山にあったゴルフ

日本に帰国してテニスの試合は結構勝てるようになり

の打ちっぱなし練習場に初めて行き、打ったら大きな鏡

ました。世界ランキングを取るのはかなり難しく、日本

に当たり割れてしまいました。幸いケガ人もなかったの

に戻ってきて、日本ランキングを取ろうと、全日本に出

ですが、ゴルフが怖くなり、付き合いで行っても打席に

るということに目標が変わり、日本中で試合をしてドサ

は立ちませんでした。そんな時、裏にテニスコートとテ

周りをしました。

ニスの壁打ちがあり、ナイターの木漏れ日でテニスの

別件で南フランスに行き、フランスの『マネートーナメ

壁打ちをしていたら、とても楽しくなりました。そこの方

ント』では夏休みの期間フランスの各テニスクラブがト

に『そんなにテニス楽しい？それなら土曜か日曜日来

ーナメントを開きます。なんと１万試合の中から自分で

れる？』と、翌週から球出し係としてインストラクターを

チョイスして試合をしました。あまりやったことのないク

１７歳の時からはじめました。今までレッスンをやってい

レーコートなので、２０戦しましたが全敗でした。メンタル

るので、３０年くらいテニスコーチとしては経歴がありま

的にもテニスをやめようかと思いました。

す。
私はアンドレ・アガシに憧れて、いつか勝ちたい、高校
２年の時留学したいと思いしました。練習では出来るの
に、試合では出来ないので、いろいろな本を読みました。

帰ってきて、父が貸し切りバスの仕事をしているので、
親から旅行会社を一緒にやったらどうかということで、
旅行主任者の資格と添乗員の資格を取りました。
私は寝たきりの方をお風呂に入れる入浴サービスの

たまたま、ジムレイヤーという方が書いている『メンタル

仕事もさせて頂きました。当時は一日６件くらい回りま

タフネス』という本を読み、この方がいるところを調べて

すが、その中の３～４件は必ず『昔は温泉に行ったのよ。

行ったら、アメリカのフロリダにあるＮＢＴＡという偶然に

今はこんな体だから』と、よく聞きますので、私は寝たき

もアガシがいるテニスアカデミーでした。こちらに私は高

りの方もお孫さんと一緒に出掛けられる９名乗りの特殊

校を出て、１年半留学に行きました。

車両を作りました。看護婦さんも同伴できます。

私がアメリカへ行った時の目標は

２０１７年オーストラリアオープンで夢だったユニクロ

① ジムレイヤーさんのメンタルタフネスを教わる。

のコーチ席に座ることが出来て、私の夢は実現できまし

② 世界ランキングポイントを取る。

た。これでテニスで思い残すことはありません。

私の友達の坂本くんはユニクロと錦織選手の契約の

西山会員

代理人をしています。テニスはゴルフと同様契約金が

１００％出席が目標でしたが、1 ヶ月ぶりの出席です。

どんどん上がって来ていますが、代理人は仲介手数料

なかなか難しいですね。

をもらえるようです。時間となりましたのでこれで終わり

宮下会員
１０月１日から消費税改定で郵便料金が切手購入

ます。ご清聴ありがとうございました。

の際は気を付けてください。

◎ニコニコボックス

西山親睦委員

根本会長 尾形幹事
皆様、暑い日が続いておりますのでご自愛下さい。
横浜港南台ＲＣ添田会長・鳥居幹事ようこそいらっし
ゃいました。
宮島会員の卓話を楽しみにしております。
豊場会員
宮島会員の卓話を楽しみにしております。
会員入会記念日祝を頂きありがとうございます。
笠原会員
本日は宮島会員の卓話をお聞きしますので。
配偶者誕生日祝頂きましてありがとうございました。
櫻井会員
６月２０日に鶴舞カントリー倶楽部西コース１６番で
ホールインワンしました。皆様の引き出しにお祝い

横浜港南台ＲＣ添田会長・鳥居幹事ようこそいらっし
ゃいました。
市川会員
横浜港南台ＲＣ添田会長・鳥居幹事ようこそいらっし
ゃいました。
宮島会員のイニシエーションスピーチ楽しみにして
おります。早くロータリークラブ活動になれて活躍さ
れますよう期待しております。
海野会員
横浜港南台ＲＣ添田会長・鳥居幹事ようこそいらっし
ゃいました。
宮島会員の卓話を楽しみにしております。
暑さのピークは過ぎました。まだまだ油断大敵で
す。
ニコニコボックス本日合計
ニコニコボックス 累 計

３０，０００円
２３８，０００円

のクオカードを入れましたのでよろしく。
小後摩会員 坂巻会員 飯島会員 青柳会員

◎米山チャリティボックス

佐々部会員 平山会員 高森会員 福嶋(浩)会員

宮下米山記念奨学委員

横浜港南台ＲＣ添田会長・鳥居幹事ようこそいらっし

上杉会員 坂巻会員 佐々部会員 根本会員

ゃいました。

橋浦会員 福嶋(昭)会員 宮下会員 ７名

宮島会員のイニシエーションスピーチ楽しみにしてお
ります。

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計

７，０００円

米山チャリティボックス累計

４２，０００円

高栁会員
横浜港南台ＲＣ添田会長・鳥居幹事ようこそいらっし
ゃいました。
所用の為、中座します。申し訳ありません。

◎８月の予定
８月２８日(水)

横浜市薬剤師会会長
モバイルファーマシー

◎会報

豊場会報委員長

