
 

第 1576 回例会 2019・12・17            ﾆｺﾆｺ 34,000 円    累計 397,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さんこんにちは。師走に入り、早いもので会長

を仰せつかって半年が過ぎ、と同時に、任期も半分

を過ぎようとしています。会長としての責務を果た

しているかというと大変疑問ではありますが、皆さ

んのご協力のより無事に時間だけは何かと過ぎよ

うとしている本日、例会も再来週のｸﾘｽﾏｽ ﾊﾟｰﾃｨｰを

入れ二回となりました。 

 という事で今年最後の会長の時間となりました

が、本日は先週の金曜日からおとといの日曜日まで

の二泊三日で行った、吉安ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 39 周年記念式

典訪問旅行の報告をさせていただきます。 

 まずは参加者ですが、自分他に、栗原ﾊﾟｽﾄ会長、

内田 35 周年記念委員長、石井ｴﾚｸﾄ、本橋ｸﾗﾌﾞ管理

運営委員長、金岡国際奉仕委員長、内野財団・米山

委員長、徳江親睦委員の総勢 8 人、金岡委員長を団

長として行ってまいりました。6 日早朝所沢駅 5 時

30 分発のﾘﾑｼﾞﾝに乗り羽田に向かいましたが、首都

高高島平あたりから込み始め、思いのほか時間がか

かり、羽田到着が 8 時前になり、次のﾘﾑｼﾞﾝﾊﾞｽにし

ていたらもっと渋滞がのびていたはずなので、余裕 

 

 

 

をみて早めの出発で正解でした。到着すると早速、

名目は朝食ですが、明らかに酒のつまみばかりの注

文で当然ながら朝から酒宴になりました。その後、

ほろ酔い気分になったところで搭乗手続きを行い、

飛行機に乗り込みましたが、今度は滑走路が渋滞し

ていて出発が大幅に遅れ、台北の松山空港に雨の中

到着したのが予定時刻の現地時刻の 13；30 が 14；

10 になってしまい、さらに入国手続きも豚ｺﾚﾗの世

界的蔓延の影響かどうかわかりませんが、厳重にな

っていて時間がかかり、台北駅 15；09 の花連行き

特急に間に合うかどうかの瀬戸際で、現地添乗員の

張さんも焦っていて、たばこも吸う時間もあきらめ

てもらい、ﾊﾞｽもかなり飛ばして、駅についたのが 9

分前で、ﾎｰﾑに着いたのが 3 分前でした。何とか 2

分遅れで到着した電車に乗り、一路花連に向かいま

した。ちなみに日本との時差は一時間です。花連駅

には 2 時間 20 分ほどの旅で 17 時 30 分ころ到着す

ると吉安扶輪社のﾒﾝﾊﾞｰが迎えに来てくれていて 2

台の乗用車に分乗しﾎﾃﾙに向かいました。17 時 58

分頃ﾎﾃﾙに到着すると吉安扶輪社のﾒﾝﾊﾞｰに、「式典

が 18；00 に開始なのでそのまま会場に入って下さ

■出席報告 

月 日 12/10 

会員数 30 

出席者 23 

出席率 76.6% 

前回修正 86.7％ 

会長の時間        髙橋 和男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

12/17 例会振替 12 月 21 日 

      ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ  

12/24 例会取消 定款 8-1-C 

1/7  例会取消 定款 8-1-C 

1/14 新年会 夜間例会 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



い」と言われたのですが、みんな普段着のため、着

替えさせてもらうように頼み、一部屋あてがっても

らい全員で着替えることになり、その部屋に向かっ

たのですが、途中で会場前を通った時会場内には君

が代が流れていました。とりあえず会長の自分だけ

でも早く会場に入って下さいと言うので、大急ぎで

着替えて会場に行き、前のひな壇に座りましたが、

入った瞬間会場の派手さに驚きこの雰囲気の中で

挨拶をするのかと一瞬たじろぎました。日本からは

石川県の輪島ＲＣ、その時点では到着していません

でしたが、滋賀県の草津ＲＣも参加され、また台湾

の他のｸﾗﾌﾞもいて、各ｸﾗﾌﾞ紹介が始まって内野ｸﾗﾌﾞ

の番になってもみんなが来なく一人で立ち上がり

手を振ってこたえました。その数分後みんなが来た

ので再度紹介され、みんなで立ち上がり手を振って

挨拶しました。その後僕を含め何人かの挨拶が終わ

り、舞台でﾌﾗﾀﾞﾝｽが始まり、いつになったら乾杯に

なるのかと思っていたらまわりの人たちはいつの

間にかお酒を飲み始めていて、目が合うと離れてい

ても乾杯のしぐさをして、一気飲みをしあっていま

した。台湾には乾杯という慣例はないことを初めて

知りました。皆さんお酒に強いなと感心して、しば

らくその呑みっぷりを料理を食べながら見ていた

のですが、ちょっと気になったのでﾎﾞﾄﾙをみたら、

紹興酒ではなく、40℃のｽｺｯﾁｳｲｽｷｰでした。僕は呑

めないことをｱﾋﾟｰﾙしたので呑まずに済んだのです

が、まわりの人たちの何度も一気飲みする姿を見て、

また隣の席の草津ＲＣの会長ｴﾚｸﾄが酔いつぶれそ

うな姿を見て、自分が呑めないことに初めて「ああ 

よかった」と心底思いました。ﾒﾝﾊﾞｰのご夫人たち

のﾁｧﾀﾞﾝｽとかﾒﾝﾊﾞｰによるｻｯｸｽ演奏とかで宴会も盛

り上がりまた、酔ってますます元気になる台湾の人

たちのﾊﾟﾜｰに圧倒されながら料理を満喫し 9 時に

なればﾁｴｯｸｲﾝできるというのでまだまだ宴会は続

くようでしたが、吉安扶輪社の会長さんに二次会ｶﾗ

ｵｹに行きましょうと誘われたのですが、お礼の挨拶

をして各自部屋に入り 1 日目はおとなしく寝まし

た。翌朝は 7；50 集合で朝食を済ませﾛﾋﾞｰに行くと

既に何人かの吉安扶輪社のﾒﾝﾊﾞｰがお見送りに来て

くれていました。前の晩あれだけ呑んだのにかかわ

らず、そのﾀﾌさに驚きました。 

 ﾒﾝﾊﾞｰ所有の大きなﾍﾞﾝﾂに乗せてもらい、大音量

のＫﾎｯﾌﾟみたいな音楽と映像に圧倒されながら、花

連駅に到着し、駅までついてきてくれた楊さん夫妻

に御礼とお別れをつげてＡＭ8；38 分発の電車に乗

り再度台北に向かいました。ところどころ異国を感

じるが日本の風景に似た景色を見ながら 2 時間 10

分ほどで台北駅に着き、添乗員張さんと合流し、故

宮博物館隣にある創作中華料理「故宮晶華」という

結婚式場を兼ねたﾚｽﾄﾗﾝに行き昼食を取り、その後

故宮博物館を見学しました。有名なﾋｽｲでできた国

宝の「翠玉白菜」や色々な展示物を鑑賞しましたが、

驚いたことに全部写真撮影が許可されていました。

張さんの説明を聞きながら一時間半ほど鑑賞し、そ

の後 10 分ほど離れた「国民革命忠烈祠」（日本でい

う「靖国神社」ですが、）に行き、「衛兵交代式」を

見学した後お茶屋さんの「美霖茶」でお茶の試飲と

買い物をして、昼食と同じ系列のﾎﾃﾙ「晶華酒店」

に到着したのが 16；20 分ころでした。1 時間ほど

各自部屋で休憩を取り、再度ﾊﾞｽに乗り 10 程揺られ

て台北市内の「欣華」に着き夕食を食べました。 

 一時間半ほど台湾料理を堪能したあとﾊﾞｽに乗り、

ﾏｯｻｰｼﾞ店に行く組と呑みに行く組に分かれて各々

台北の夜を満喫しました。 

 翌朝は 9；30 分出発だったのでゆっくり朝食を取

ってまずは免税店に行き買い物をしたのですが、そ

の広さと綺麗さに驚きました。各自思い思い 1 時間

ほど買い物をし、その後有名な 101 ビルに行ったの

ですが日曜日の為かすごく混雑しており、展望台に

上がるのに 40 分待ちで、降りてくるのも同じくら

い時間がかかるというので諦めて、ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ店街の

散策に切り替え、再度ﾊﾞｽに乗り 30 分ほど離れた四

川料理「樺慶川菜」に 12；20 分到着後 1 時間ほど

四川料理を堪能して松山空港に向かったのですが、

みんな 3 日間おいしい料理ばかりだったけどその

中で四川料理が一番おいしかったと絶賛していま

した。松山空港 16；05 分発予定がやはり遅れて出

発し、日本時間 20；10 分ころ羽田に到着したので

すが移動と荷物が中々出てこなくて 20；55 のﾘﾑｼﾞ

ﾝに乗れなく 21；25 のﾘﾑｼﾞﾝで東所沢経由所沢駅に

到着したのが首都高工事渋滞のため結局 23；20 で

した。ﾊﾗﾊﾗﾄﾞｷﾄﾞｷの初日とゆっくり観光できた 2 日

目・3 日目、いろいろありましたが楽しい時間を過

ごせ、いい思い出になりました。これもﾊﾟｽﾄ会長様



皆さんに頂いた餞別と「こどもとうきち」に参加し

ていただき、留守を守っていただいたﾒﾝﾊﾞｰのおか

げだと心より感謝申し上げます。 

たいした土産を買ってこなかったので代わりに

土産話をさせていただきました。一段と寒さ厳しく

なりますので 21 日のｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰを元気なお姿で

参加されるようご自愛ください。 

 

🌸 国際ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ部より、2020 年ｸﾗﾌﾞ請求

書の作成にあたってのお願い 

🌸 [RIJO-FAQ]配信履歴（～2019 年 11 月末） 

🌸 比国育英会ﾊﾞｷﾞｵ基金 2018 年度事業報告書 

    （2018.7.1～2019.6.30） 

🌸 週報・・・新所沢ＲＣ、所沢東ＲＣ、 

所沢中央ＲＣ 

 

 吉安扶輪社式典報告  

国際奉仕委員長 金岡 悟 

 国際奉仕委員長の金岡です。国際奉仕委員会より

事業報告致します。先ほど会長がお話しされました

が、先週 6 日の金曜日に台湾吉安扶輪社の式典に会

長をはじめ総員 8 名で出席して参りました。無事式

典を終え、あちらの会員の方に 35 周年記念式典委

員長の内田さんと共に来年の 3 月どうぞよろしく

お願いします。とお伝えしたところ、「ぜひ参加さ

せていただきます。楽しみにしております。」との

お言葉をいただきましたこと、ご報告致します。 

 また、ﾊﾟｽﾄ会長の皆様からのお祝い、大切に使わ

せていただきました。大変有難うございました。 

 最後に、今回参加していただいた皆様大変お疲れ

さまでございました。初日は、芸能人並みのﾀﾌなｽｹ

ｼﾞｭｰﾙをこなし、初日から疲れたと思いますが無事

に 3 日間を過ごし、帰ってくることが出来ました事、

ご協力大変有難うございました。 

以上事業報告とさせていただきます。有難うござ

いました。 

      

 

 

 

 こども将棋大会報告 

       社会奉仕委員長 木村 孝子 

 令和元年 12 月 8 日（日）第 18 回こども「とうき

ち」将棋大会が開催されました。小学 1 年～6 年生

（所沢市内奨学生に限る）25 校 78 ﾁｰﾑ と元気な

小学生が集い将棋盤前に対局 熱戦を繰り広げて

いました。前回より人数が多いこともあり、2 ヶ所

で行われました。又、来年も大勢のこどもが集い楽

しい将棋大会が出来ることを期待しています。 

 

ニコニコボックス       木下 精基  

髙橋 和男 齋藤様 本日卓話有難うございます。 

入会是非お待ちしています。 

荻野 陽一 齋藤 裕次様本日の卓話宜しくお願い 

致します。 

本橋 正夫 齋藤様大変お忙しい中 本日は有難う 

ございます。宜しくお願い致します。 

室伏 秀樹 昨日 新築移転しました。新住所は 

 入間市 野田 598-3 です。年寄りの引っ越し 疲

労の極みです。齋藤さん卓話宜しくお願いします。 

石井 秀夫 齋藤様本日は有難うございます。どう 

ぞ宜しくお願い致します。 

内田 学  齋藤様 本日は宜しくお願い致します。 

台湾帰り、初ﾋｰﾄﾃｯｸを着用しました。 

大舘 信夫 台湾吉安訪問の皆様お疲れ様でした。 

本橋源太郎 齋藤様 本日は宜しくお願いします。 

恒良 裕子 このところ 例会になかなか出られず 

申し訳ありません。今日もお休みさせて貰います。 

皆様にはｸﾘｽﾏｽ ﾊﾟｰﾃｨｰで楽しい一時を過ごしま 

しょう。 

金岡 悟  台湾 お疲れ様でした。齋藤様本日の 

卓話宜しくお願いします。 

内野 忍  吉安扶輪社の方々と交流を深め無事 

帰国しました。本日早退します。 

木下 精基 台湾 吉安訪問された皆様 お疲れ様 

でした。本日所用の為 早退します。斎藤様 卓 

話宜しくお願いします。 

小暮 博攵 前回欠席しました。 

堀江 大  前回欠席。本日早退。ごめんなさい。 

大原 律子 吉安扶輪社訪問の皆様大変お疲れ様 

でした。相変わらずの熱烈歓迎でしたでしょうね。 

沢山のお土産有難うございました。 

 幹事報告          荻野 陽一 



 卓話   「 薬 の 話」 

    （株）灰屋薬局 代表取締役 

            斎藤 裕次様 

 

 

 

 

 

 

 

 

斎藤先生には、沢山の資料や風邪予防ｸﾞｯｽﾞを基

に、薬の種類を知っておきましょう、薬は正しく使

いましょう、副作用に注意しましょう、かかりつけ

薬剤師・薬局を選びましょう、等 「々薬の話」を 大

変詳しく、ｿﾌﾄに分かり易くご説明いただきました。 

 

第 18 回こども「とうきち」将棋大会 

    12 月 8 日（日）所沢市役所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉安扶輪社 39 周年記念式典訪問 

12/6～8 台湾 花連市 花連福容ホテル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の担当  小久保 昇 


