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会長卓話 

 

小宮山 大介 会長 

皆様こんにちは。早いもので年内最終例会となりま

した。前々回の例会ではお休みを頂き松﨑副会長に

は大変お世話になり、感謝申し上げます。そして先週

のクリスマス例会では主に親睦活動委員会、出席会

場委員会の皆様のおかげで盛大に出来ました事を、

重ねて感謝申し上げます。 

さて、2019年は皆様にとりまして如何な年でしたで

しょうか。私にとりましては、今年最後に沢山の厄介ご

とが続き、何だか目まぐるしく年が終わりそうです。先

日月曜日には息子が大学 3 年のシーズンを終え、ア

メフト寮から自宅に帰ってきました。ご存知の通り、昨

年の不祥事から喪が明けて、今シーズンは下部リー

グからのスタートになりました。12月1日にリーグ最終

戦を終え、晴れて全勝で来期はトップリーグ復活が確

定しました。一昨年の 27 年ぶりの大学日本一から、

あの事件での転落は、皆様の記憶にあるところと思い
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ます。 

そこで当時の話を少ししたいと思います。春の関西

学院大学との定期戦は私も観戦に行っていました。

試合自体は前年の覇者日大ペースで進行していまし

た。ところが中盤、同じ選手が三回連続で反則を犯し

ました。ディフェンスの選手にとって“反則を犯す”とい

う行為は滅多にあってはならない、重大なミスです。

最低でも相手に 5ヤードを無条件で奪われてしまうか

らです。それを三回連続はあり得ません。一回はしょ

うがない…でも二回目は大抵ベンチに引き戻します。

三回目もフィールドに居続けたというのは、やはり何

かのベンチの思惑があったのは明確です。ただ球技

全般に言える事ですが、ほとんどの観客も含めた視

点は球際にあります。あの場面を視点の真ん中でとら

えていた人は皆無だったと思います。 

アメフトでは昔からビデオで記録し、自チームの試

合の流れや、各選手の動きのチェック、相手チームの

分析など、グラウンドで練習するのと同じくらいの時間

を机上でも費やします。ですので、報道熱が高まって

きたのは、数日が経ってからなのです。事実、試合終

了直後に違和感を覚えた人は皆無だったと思います。

当時の監督自体、三連続で犯した反則に対し、試合

直後は「私が責任を取る」と言い切っていました。そ

れから数日後、多分ご本人もネットに上がった映像を

見て初めて驚愕したのだと思います。私も同じです。

そこからがマスコミの格好の餌食になったのです。 

選手たちをマスコミが取り囲み、それはとてもすご

い報道陣でした。最初はスーツだった記者たちも、次

第に運動靴になり、そしてスポーツウエアになり、普

段グランドと寮を自転車で通っている選手たちを追い

かけるため自転車まで用意、挙句の果てに寮前に定

点観測のようなカメラも設置したそうです。私自身も新

聞数社から取材を受けました。そして某テレビ番組は

自宅まで突然来ました。（私と息子は不在でした）昼

下がり低俗番組の格好のネタになり、だれもが知る日

大フェニックスになって行ったのでした。当時、息子

が「テレビって事実を伝えているって単純に思ってい

たけど違うんだね」と言ったのが印象的です。ただ、

良きにせよ悪いにせよ、なかなか出来ない経験をした

のは事実です。彼等には”あの時のフェニックス“とい

うのが、これからの人生に付きまといます。ぜひ良き

方向に作用する事を親としては願うばかりです。次シ

ーズン、トップリーグ復活優勝ともなれば必ずや、そう

なるものと思います。全力で私も応援したいと思いま

す。 

最後になりますが一年半カナダで暮らした娘が今

夜帰ってきます。皆様もご家族と共に良い年末年始

をお過ごしください。 

 

幹事報告 

 

大濱 裕広 幹事 

皆さま、メリークリスマス。本日は令和元年最後の

例会となります。それでは幹事報告いたします。 

 

（地区より） 

・RI第 2770地区ガバナーナイトのご案内が来ており

ます。日時は 2020 年 6 月 6 日（土）午後 6 時よりヒ

ルトンワイキキビーチホテルで開催されます。登録は

1 月 31 日までとなっておりますので、国際奉仕委員

会までお願いいたします。また、国際大会の登録もよ

ろしくお願いいたします。 

・グローバル補助金の案内が来ております。インド・チ

ェンナイ第 3232地区からの案内です。プロジェクトの

問い合わせについては地区までご確認お願いいたし
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ます。 

・青少年訪日団日程表がきております。当クラブにお

いては顧問の先生 3名を受け入れることになっており

ます。近く、青少年委員会より案内をさせていただき

ますので、皆様のご協力よろしくお願いいたします。 

・青少年交換委員会より、2020 年初詣のご案内が来

ております。1月 5日越谷駅東口 9時集合、バスで久

伊豆神社となっております。 

・第 9回青少年交換委員会及び、第 4回派遣候補生、

第 5 回来日学生オリエンテーションのご案内が来て

おります。1月 12日（日）9時～17時大宮パイオラン

ドホテルにて開催いたします。詳細は事務局にござ

いますのでご確認お願いいたします。 

 

（クラブより） 

・第 32 回インターアクト協議会及び韓国訪日団歓迎

会の開催についての案内ですが、インターアクトの生

徒及び顧問の先生の参加登録をお願いいたします。 

・小宮山年度も折り返しにはいりました。しかしながら、

まだ半年の事業が残っておりますので、各委員長様

には委員会を開催していただきまして、後半の半年

の事業の打ち合わせ及び懇親を深めていただけたら

と思います。よろしくお願い申し上げます。 

・本日、事務局杉山さん、伊丹さんの給与、賞与を支

給いたしました。 

 

以上幹事報告でした。 

 

 

表彰 

 

■2018－2019年度（中川 PG より） 

財団ポリオプラス寄付 寄付額優秀クラブ賞 第 1位 

財団年次寄付額 優秀クラブ賞 第 2位 

 

（米山功労者） 

渡辺 裕介 会員 ・ 深野 秀樹 会員 

山本 正乃 会員 

（米山記念マルチプル） 

小林 操 会員 ・ 宮﨑 敏博 会員 

岡崎 勲 会員 ・ 松﨑 義一 会員 

 

ご出産の挨拶 

 

渡辺 裕介 会員 

12月 16日に女の子が 3,304gで生まれました。な

かなか出てこなくて、促進剤を打って出したという感じ

です。来られたかたは口を揃えて私に似ているという

ことで…なぜ、嫁に似なかったのだと思っているぐら

いなのですが、大きくなるにつれてダメなところは直し

て可愛く育てていきたいと思います。 

名前は「悠愛（ゆあ）」と名付けています。本日はお

祝いありがとうございました。 
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お客様挨拶 

 

青少年交換留学生 サミュエル 様 

今月、私は沖縄へ修学旅行に行きました。これは

日本で最高の思い出でした。私たちは、飛行機で沖

縄に行きました 3 時間かかりました。黒い制服を着て

いたので、本当に暑かったです。 

最初に第二次世界大戦中の沖縄の戦いで亡くな

った人達のため、沖縄墓地を訪れました。修学旅行

は戦争に関するものであるため、私はそれについて

多くの事を学びました。そこでは、戦争を生き延びた

男性のスピーチがありましたが、あまり理解できませ

んでした。墓地を訪れたのち、私たちは皆一緒に夕

食をとりました。夕食はステーキ、モズクでした。夕食

後は最初のホテルに行きました。そのホテルには素

晴らしく美しい海の景色がありました。私は UNO で

遊び、クラスの友達と午前 2時まで話していました。 

2 日目は朝食を食べ、戦時中に日本人が使用した

多くの洞窟がある墓地を訪問しました。それから、戦

争に参加して負傷者を助けなければならなかった学

生の物語を伝える博物館に行きました。この話は恐ろ

しいと感じましたが、本当に興味深く、知ることが重要

だと思いました。昼食後は沖縄の遊園地を訪れまし

た。遊園地でブルーシールと呼ばれる有名な沖縄の

アイスクリームを食べ、お土産を買いました。それから、

私たちは空軍基地に行き、戦闘機が信じられない程

の速度で飛んでいるのを見ました。また、丘の上にあ

る城も訪れました。ここでは、海と沖縄を見る事ができ

るので、最高の写真を撮りました。その後、夕食のた

めにホテルに戻り、島民の演じる沖縄の島唄を聞きま

した。この日は、すべてのクラスが同じホテルに滞在

した唯一の日でもあったため、一つのホテルには約

200人の学生がいました。 

3 日目は、皆自分のやりたい事を選びました。私は

スキューバダイビングを選びましたが、私たちが行っ

たビーチはあまり綺麗ではありませんでしたが、とても

楽しかったです。バナナボートに乗ることもできました。

ダイビングの後、沖縄のシーワールド、美ら海に行き

ました。場所は広くて、あらゆる種類の海洋生物がい

ました。また、初めてジンベイザメに会えました。美ら

海のあと、ホテルに戻って夕食にバーベキュービュッ

フェを食べました。牛肉がとても美味しかったので食

べすぎました。夕食後、午前 3時まで起きていたので、

3時間しか眠れませんでした。 

最終日は飛行機で帰る前の自由時間で、那覇を

訪れました。 

この旅行は今までで最高の経験でした。私は自分

のクラスの皆は良く知っているのですが、他のクラス

の人達と話すのに時間を費やしました。 

学校の行事や旅行は、クラスメイトとより深く絆を築

き楽しむ機会であるため、重要と思います。日本の学

校行事はとても楽しく、生徒たちは皆とても面白いで

す。 

卓話 

 

米山奨学生 アワンドゥ ドリス アウィンノ 様 

出身国であるケニアとロータリーで学んだことをお

話しされました。 
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大変興味深いお話しでした。ありがとうございました。 

 

 

   

・今年度は大変お世話になりました。良いお年をお迎

えください。 

小宮山大介 

・本日もよろしくお願いします。ドリス、卓話楽しみにし

ています！ 

大濱裕広 

・ドリス様、卓話よろしくお願いします。 

松﨑義一 須賀篤史 

・ドリスさん卓話楽しみです。前回クリスマス例会欠席

しました。 

青木清 

・今年も残り少なくなりました。来年もよろしくお願いし

ます。 

太田靖彦 

・子供が産まれました。かわいいです。 

渡辺裕介 

・本年もお世話になりました。新年度もよろしくお願い

致します。来る年が皆様に良い年でありますよう。 

髙瑠美子 

・1年間お世話になりました。また来年もよろしくお願

い致します。 

伊藤純 

・今年も 1年ありがとうございました。 

佐藤要 

・今年もあとわずかです。来年も宜しくお願い致しま

す。 

髙橋忠克 

・メリークリスマス！ 

大熊正行 

・小宮山会長、大濱幹事。上半期お疲れ様です！ 

中澤伸浩 

 

 

 

出席報告 

会員数           46名 

出席免除者         5名 

出席者           27名 

欠席者           19名 

出席率         65.8 % 
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 第 2130回例会  令和 2年 1月 8日 

司会 ： 川島 徹   編集 ： 市川 洋和 

於：登録文化財「二木屋」 

会長卓話 

 

小宮山 大介 会長 

皆様あけましておめでとうございます。本年もどうぞ

よろしくお願いします。今回の年末年始は暦の関係

で例年になく長いお休みでした。いかがお過ごしでし

たでしょうか。 

さて西暦2000年代になり、早いもので20年もの月

日が経過しました。この 20年で大きく変わったものは

何でしょう？少子高齢化、経済停滞など後ろ向きな事

ばかり想像しますが、前向きに捉えると“スマートフォ

ン”の出現が大きく私達の生活を変えているのではな

いでしょうか。2000 年当時、例えば携帯電話の普及

率は40％程度でした。ところが現在の携帯電話（スマ

ートフォン等含）普及率は、なんと 190％を超えるとも

言われています。私自身も複数の端末を使いこなし

…？仕事の仕方が 20 年前とは大いに変わっていま

す。世の中本当に便利になりました。一方で人口の

減少、低成長経済で過剰サービス等の見直し期に来

ているのも現実です。合わせて 2020年は 5G元年で

もあり通信システムはますます進化します。既に、少

し前には考えられなかった映画や音楽もレンタルから

配信に取って代わっています。そして YouTuberなる

新しい分野で活躍する人が出現し世の中を変えつつ

あります。また、様々な情報は各種メディアから発信さ

れるがままではなく、容易に自分で取得、そして発信

できる様になっています。そしてスマートフォンひとつ

あれば、情報取得発信から電話やメールはもちろん、

スケジュール管理、食事、買物、移動、新聞、読書、

勉強、音楽など日常生活の大半は私にも出来ていま

す。半面危惧するのは、思考や興味の範疇でしか情

報を捉えなくなる事。やはり、沢山の人に会い見聞を

広め、様々な場所へ行き文化や歴史を学ぶことは、

アナログな部分ですが、むしろ大事な事のように思い

ます。 

保険業界も大変革期に入りました。環境の変化に

適応できなければ生き残れません。私自身、誕生

（1G）学業期（2G）就職（3G）今の仕事（4G）と捉えれ

ば、これから第 5世代期になります。世の中の変化に

取り残されぬ様、思考しながら頑張っていきたいと思

います。今年度は“変革”というテーマで私の新年の

抱負として、会長挨拶とさせて頂きます。 

 

幹事報告 

 

大濱 裕広 幹事 

皆さま、あけましておめでとうございます。本年もよ

ろしくお願いいたします。また、新年例会の準備には

渡辺委員長、関森会員には大変お世話になりました。

それでは幹事報告いたします。 

 

（地区より） 

・青少年訪日団日程表が届いております。日程に
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あわせて、青少年奉仕委員会より担当者の名前、連

絡先を地区までご報告をお願いします。 

 

（クラブより） 

・越谷 RC，越谷中 RC より、例会プログラムがきて

おります。例会場に掲示しておきます。 

・本日井谷さんの下期の謝礼、米山奨学生ドリスの

奨学金、青少年交換留学生サミュエルのお小遣い、

ホストファミリー須賀会員へ謝礼をお渡し致しました。 

・小宮山年度も折り返しにはいりました。まだ半年

の事業が残っておりますので、各委員長様には委員

会を開催していただきまして、後半の半年の事業の

打ち合わせ及び懇親を深めていただき、多くの会員

の皆様の例会への出席をお願いしたいと思います。

よろしくお願い申し上げます。 

以上幹事報告でした。 

 

留学生挨拶 

 

米山奨学生 アワンドゥ ドリス アウィンノ 様 

皆様、あけましておめでとうございます。今年で私

も卒業する予定ですが、大学院に申し込みをして 1

次試験に合格できました。あとは今月末に面接が残

っています。合格できるように頑張ってきます。 

この間発表したときに「ケニアはどのくらい奥さん持

てばいいですか？」という質問がありました。ケニアは

自分の気持ち次第で何人でも良い国です。ご近所の

お兄さんも二人奥さんがいました。今年もよろしくお

願いします。 

卓話 

 

「二木屋」女将 森田 まりこ 様 

国登録有形文化財である二木屋さんについてお

話し頂きました。 

代表：森田まり子（現職 2018年 6月～、浦和東 RC所属） 

■二木屋のはじまり 

1998年 10月、叔父である小林玖仁（2019年 3月

死去、川口 RC所属）が創業。 

■建物 

国登録有形文化財（2002 年登録）で、曾祖父・小

林英三（元参議院議員）が購入した。築約 80 年の日

本家屋。 

■経営理念 

私たち二木屋は過去という未来を創造する日本文

化の総合劇場として二木屋を世界に発信するために、

毎日が初心、毎日の勉強、毎日で向上、毎日に感謝

という志をもって、地域の発展と価値ある豊かな社会

づくりに貢献する。 

■二木屋の特徴 

1. 政治家の家 

2. 鹿児島牛ステーキと籾穀かまど炊きご飯の日本

料理 

3. 五節供の室礼 

・1 月人日の節供、3 月上巳の節供、5 月端午の

節句、7月七夕の節供、9月重陽の節供 

・その他、節分（2 月）、花まつり（4 月）、夏まつり

（8 月）、能楽（10 月）、七五三（11 月）、クリスマス

（12月）の室礼も行う。 
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4. 能楽 

7 月に七夕ろうそく能、10 月に薪能を上演。狂言

は大蔵流、能は金春流で 20 年以上、薪能だけで

も上演回数 86回を数える。 

■森田まり子 プロフィール 

早稲田大学大学院文学研究科で 20世紀のロシア

舞台芸術史を研究の後、モスクワへ渡り足掛け 6 年

のモスクワ生活を経て、2011 年に帰国。二木屋で修

行をはじめ、2018年 6月に代表に就任。 

■二木屋の特徴と今後の展開 

・食事をしながら文化芸術を堪能できる稀有な場所 

・今後は、国際的な発信をできる店にしていくことが

目標（今春のさいたま国際芸術祭2020では、公募

プログラムとしてセルビア人画家を招聘し、個展を

開催予定） 

 

 

「二木屋」のお話しをありがとうございました。 

 

懇親会 

 

新年例会の後は、懇親会が行われました。 

 

小林操ガバナーが新年の挨拶を行いました。 

 

各テーブルでは大変盛り上がっていました。 

 

ビンゴかるたの景品を手に入れた大熊会員 

 

女性が合唱団となり「一月一日」を歌いました。 


