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９月のロータリーレートは, １ドル＝８６円

第４回 ガバナーエレクトからの手紙
「ＵＳオープンテニス」

炭谷

亮一

今回で私自身にとって７回目のＵＳオープンのテニス観戦にニューヨークへ行ってきました。
（８月２８日から９月２日まで）ここクイーンズのフラッシングメドウ にあるナショナルテニス
センターで試合が行われています。
ニューヨーク はこの時期残暑が非常に厳しく、センター内は３０℃以上、コート付近は４０℃
〜４５℃です。テニス観戦もある 意味体力勝負です。４−５時間の観戦はかなり大変です。テニ
ス観戦に行けなくなったときは、そろそろ人生の終わりが近づいたと知るときだと思っています。
テニス は３０年くらい前は、男子選手 で１９０㎝を超える選手は動きが鈍くて良いプレーヤー
になれないと言われたものです。しかし、ラケットの改良とトレーニング方法の改良により、長身選手でも１７０
㎝前後の選手と変わらない動きをする様になりました。一流になるには、現在では１９０㎝の身長と８５㎏の体重
くらいの体格が必要であると言われるようになりました。日本人の場合、１９０㎝くらい身長のある男子は非常に
少なく、世界を相手に戦うのに体格と体力両面で大変になってきました。むしろ女子選手の方に期待が持てます。
練習を強い男子選手とやればチャンスも出てきます。
私の夢は、シングルスで日本選手がＵＳオープン最終日の決勝に勝ち、アーサー・アッシュスタジアムでウイナ
ーのスピーチを聞くことです。是非、私の元気なうちに 実現して欲しいものです。来年もニューヨーク へ行きま
す！！

「タバコの真実」その４

2010.8.26

村田祐一

私が何故タバコ問題に取り組んでいるのか？その原点をお話しいたします。
私には尊敬する先輩が何人かいます。その中のお一人の話です。彼は私とは違い大変温厚 でかつ
人の面倒見の良い方で多くの人に慕われていました。
そんな彼がある時、結婚式の主賓として招待されました。
披露宴が進むにつれ緊張感が薄れ会場のあちらこちらからタバコの煙が立ち上がります。次第に
会場はタバコの煙で満たされていきます。
彼の様子が変です。お隣に座っている奥様がそのことに気づかれます 。ゼイゼイ、ヒュウヒュウ
といった音が聞かれます。彼は息苦しそうです 。そうです、彼は喘息持ちで、会場に蔓延したタ
バコの煙で喘息の発作が起きたのです。見かねて奥様が「退席しましょう」とお声を掛けられます。しかし、彼は
「主賓の私が退席すれば披露宴に迷惑がかかるから」と退席しません。律儀すぎます。ゼイゼイ、ヒュウヒュウと
ても苦しそうです。何度も奥様は退席を進めました……。なんとか２時間余りの披露宴を終え待たせてあったタク
シーに飛び乗り、病院へ駆けつけます。しかし、玄関先で彼は倒れ込みました。懸命の蘇生術が施されました。し
かし喘息による窒息死で帰らぬ人となります。こんな悲しくて、理不尽な事があってよいものでしょうか？これが
私のたばこ問題に関わる原点です。
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土日祝日

点鐘
SONG「それでこそロータリー」
四つのテスト
会長挨拶： 皆さん、今晩は 15
人のゲストで楽しみに 致してい
ます。

572 回 親 子 ふれあい 例会
2010 8.26 （木） 19:00
テルメ 金沢 1F イルズ
出 席 率 18/35
51.43%
7 月の 修正出席率 76.47%

ゲスト ・家族紹介
西澤和江
様（ヴァイオリニスト） 上杉
幸代さん、南月（なつき）ちゃん、廉（れん）君
横川裕子さん 、茉音（まお）ちゃん、魏 莉玲（り
り）夫人、彩友美 （さゆみ ）ちゃん 、悠暉（はる
き）君、百夏（ももか ）ちゃん 、功揮（こうき）
君、 吉田淑子（よしこ）夫人、阿実（あみ）ち
ゃん、華音（かのん）ちゃん
今日は 吉田昭生さんの 奥さんの淑子様 のお誕生
日です。花束が用意してあります。

乾

杯

吉田昭生会員
夏休みももうすぐ終
わりですが、子供達 も多く集まっていただきまし
た。皆、宿題終わったかな？ まだの人は手を挙げて。毎週木曜日にお母さんやお父さんがこ
の例会に出れるのは みんなが一生懸命お留守番をしてくれるおかげです。皆さんの健康を祝
して 乾杯！

西澤和江様によるヴァイオリンの演奏
プロフィル：金沢市生まれ、1995 年東京
芸大大学院修了、1987 年 第 56 回日本
音楽コンクールで、１位を獲得、 1990 年
に第 22 回はロン・チポー国際音楽コンク
ールで 3 位、 1991 年金沢ＴＯＹＰ大賞受
賞されています。1992 年石川県文化芸術
奨励賞賞 を受けています。現在は国内外
でリサイタル及びオーケストラ と多数共
演やコンサートで活躍中なさっています 。
本日は上杉輝子 さんのお孫さんの廉（れ
ん）君と南月（なつき）ちゃんが伴奏を
致します。 （永原源八郎ＳＡＡ）

演奏曲目
１．バッハ．メヌエット（上杉廉君とジョイント）
２．バッハ．メヌエット２番（上杉南月ちゃんとジョイント）
３．バッハ．無伴奏パルティータ第３番よりルーレ
アンコール！ ヴィニャ．フスキー．エチュードキャプリス作品１０より第５番
Ｑ＆Ａ
３才からバイオリンの練習をはじめました。−−−−−−−

食

ニコニコＢＯＸ

¥16,000- 本年度累計
藤間会長

¥183,000-

事

残高¥3,506,685-

皆様お暑いのにようこそ。西澤先生より素敵なバイオリンの音色楽しみにいたしてお

ります。
宮永幹事 上杉さん、今日はお世話有難うございます。西澤先生有難うございます。
上杉会員 西澤先生、本日はようこそ有難うございます。演奏楽しみにしています。
金 会員
こんな例会年に２〜３回あると良いですね。上杉さん総力を上げて御苦労様です。今日は盛り上
がりましょう。
炭谷会員 上杉さん、今夜はお世話様です。
永原会員 西澤先生素敵な音
色で皆様を魅了して下さい。ワクワクドキドキ楽しみにしています。１４日から２３日までヨーロ
ッパ旅行に行ってきました。満足のお盆でした。
西村会員 ファミリー例会大いに楽しみまし
ょう。
水野会員 親子ファミリー例会楽しみです。上杉様お世話有難うございます。吉田昭生
様 家族のお陰で例会に出席できます。今後とも宜しく。
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幹事報告・委員会報告
宮永満祐美幹事： １０月の地区大会出席の最終確認を行います。３０日（土）の PM ３時から出
席の方で、指導者育成セミナーデは１時から３時まで開催となっていますが 、幹事が勝手に出席と
かいていいですか ？ 出席要する人はパスト会長、４大奉仕委員長、会長、幹事などだそうです。

北山会員によるパーカッションのゲーム

ビンゴゲーム

１００円ゲーム
閉会挨拶
ロータリーソング

「手に手つないで」

点鐘

百万石 RC お馴染みの音楽家・ピアニスト
マインハルト・プリンツ氏一家のコンサート

ウイーンの有名な
ピアニストで 夫人の中田留美子さんと共にかって 卓話も御願いしたプリ
ンツさん一家のコンサートです。今回は中田留美子 さんの歌やご子息のシ
モン君のバイオリンをいれてのコンサートです。 プリンツ氏はウインプ
イルハモニーとはよく 共演され、バイオリニストのシューベルト氏（ウイ
ーンリンク RC）の親友です。是非 来て下さい。そして打ち上げ会にも
出席して下さい。2010.9.13（月）18:30 金沢市アートホールにて

−−−−−−−−−−−−−
会

員

消

息

北山吉明会員から
ジャズコンサートご案内
9/11（土）ロイヤル・パレス・スタヂオ
9/12（日）もっきりや 開演
上山高史 北山吉明
ピアノ 田村 博

7:00PM

定例理事役員会のご案内
日
場
議

時
所
件

：
：
：

９月 ２日（木）例会後
ホテル日航金沢
５Ｆ
① ベルギー反省会
① 諸事 報告
③その他

※ 9/9 より変更

クラブ例会予定 2010-2011 年度
8/26 親子ファミリー例会 テルメ金沢 1F
9/2 米村照夫様（日米政経研究所所長）
「アメリカのロータリークラブでの経験」

9/9 木村幸生会員 （アトラス旅行社長）
「上海万博について」
9/16 中尾眞二先生（金沢大学医学部第 ３内科教授）
9/23 法定休日
9/30 李 暁燕さん（米山奨学生）
「言語と文化を統合する外国語教育 」
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