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日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３４（１１）

３４（１１）

３４（１１）

８月　１日（火）

８月２２日（火）

８月２９日（火）

９月   ５日（火）

９月 １２日（火）

９月１７・１８日（日・月）

９月 １９日（火）

第1回クラブフォーラム　「会員増強委員会」

第2回クラブフォーラム　「公共イメージ委員会」

地区大会

取止め例会（祝日週）休会

石高、田辺、片山

岡田・籾山・赤澤・本田・石高・宮東・片山

3

7

90.32

75.86

28

22

２６０２

２６０３

１２：３０

１２：３０

武田　茂　会長

第2600回　2017年８月22日（火）

第2600回 記念夜間例会
ゲ ス　ト／

高橋　淳様／石田良一様／渋田　治様／宮原芽映様／ウィリアムズ・ティモシー様／

ウィリアムズ・瑠璃子様／ウィリアムズ・ジャクソン・賢人君／相原夕佳様／松川貴美恵様／

松川時於君／松川　葵和君／三浦樹里様／三浦愛衣理ちゃん／森川公子様／武田真理子様／

吉岡　和子様

ビジター／

座間ＲＣ会長　細川康治様／座間ＲＣ副会長　大矢成行様／座間ＲＣ副幹事　佐藤　京子様

会長の時間

本日は大和ロータリークラブ2600回記念としてここ清風をお

借りして開催される運びとなりました。1962年　昭和37年ロー

タリーメンバー22名で初代会長　永野清治とともに産声を上げ

ました。発足以来56年目の本日2600回目の例会です。この様

に沢山のゲスト・ビジターをお迎えすることができて大変誇らし

く思っています。今日はギネスブックに載っています超人をお迎

えしております。楽しみにしていてください。最後まで皆様と楽

しく過ごせたら嬉しく思っています。では、ゲスト・ビジターの皆

様をご紹介します。

　　先の大戦で40機の仲間が、2機だけ残るような戦闘を
生き残って来た訳ですが、仲間の命を載せ、絶対生還す
る気持ちと行動の結果です。運は 待っていてもやっては
来ない。
　100%の能力を発揮するという事。厳しい仕事や、事態
でも、パイロットでも、気付いたら汗をかいているような頑
張り方が大切。ベテランになると、過信してしまう事が一
番危ない。ベテランパイロットの事故が目立つのが残念
です。

　「飛行機の神様」などと言われるようになったが、自分で
は全然そうは思えません。今でも更に進歩しなければと
思う。失敗は教訓となるものです。今でも、飛行機乗りの
仲間と酒を飲むと、勉強させられる事があります。

　自分の後ろに、もう一人、冷静な自分がいるような気が
する。いざという時に、もう一人の冷静な自分が後ろにい
てくれて、指図をしてくれているような気がする。

　武田さんもそうだけど、自分のように、やりたい仕事で生
計を立てられたのは運が良い。65歳の定年というが、私
から見れば、まだまだです。そこから更に需実の日 を々。

【髙橋　淳さんに質問】
三浦さん：健康の秘訣は？
30年前の背広も切られるスタイルですが、腹八分目、腹
一杯には食べません。
　お茶漬けもよく噛むぐらい、噛むことに気をつけます。無
理をしないで、余裕を持った活動を心がけます。

長谷川さん：フライト中に天気など気付くことは？
今は天気の情報は入手しやすいのですが、悪天候でも
飛ばなければならない場合など、先読みが重要なのだと
思います。

森川さん：集中力が無いのですが、どうやったらいいかア
　　　　　　　　　ドバイスは？
私どもは、兎に角集中力が一番大事なので、どうやって
という考えは無いのです。

チビッコから、大和クラブOBの先輩まで、大勢のゲストを迎えて楽しく開催できました。

座間クラブ細川さん：そのようにモテる秘訣は？
戦時中、20代の写真、いい男でしたでしょう?
その頃は、男性が居なかったからだけど、今でも女性
とお話をするのは大好きです。
　女性の話をよく聞いて差し上げることでは無いで
しょうか？

ゲスト宮原芽映さん：恋のせいで操縦が狂うような   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　人は居ましたか？
そりゃ?、奥さんだけでしょうね！
危ないこともしましたが、飛行機を辞めろと言われた
ことはありません。
奥さんとの口論は、こっちが折れることにして居ます。

吉岡さん：ジェット機の経験は？
有ります。信頼性は高いです。

馬郡さん：これからの夢は？
ムカシ、70まで飛びたいと言いましたが、既にそれも
遂げたので、100歳を目指したいです。

伊藤さん：中島飛行機の飛行艇は優秀なのでしょうか？
日本の飛行艇は世界一だと思います。

相原さん：景色がいいと感じる場所は？
天気の良い、冬の北海道。戦時中のパラオなど、南方
の景色も忘れられません。

　　95歳、謙虚な飛行機の神様の卓話に感動しまし
た。最後は、チビッコを中心に、庭で花火大会、スイカ
割り。素晴らしい話
を聞けて、終始和
やかな記念例会の
夜でした。
　第戸張委員長は
じめ、親睦委員会
の皆さん、ありがと
うございました。

本日 ￥２０,０００  累計 ￥１４２,０００

◆座間RC細川康治様／本日は、座間クラブより3人でお伺

いしました。2600回例会おめでとうございます。

よろしくお願いいたします。

◆座間RC大矢成行／大和クラブの皆様、こんばんは。

本日は、お世話になります。

2600回例会、おめでとうございます。

◆大和RC松川清様／ようこそ。高座渋谷までおいでくださ

いました。

◆大和RC花岡正様／長男夫婦に女の子が誕生しました。

我が家4人目の孫です。母子共に元気です。

74歳のお誕生日のお祝いありがとうございます。

◆大和RC増正之様／皆様、よくいらっしゃいました。楽しんで

ください。

◆大和RC吉岡善一様／先日は、奥様の誕生祝いにお花を

頂戴しありがとうございました。一

般的に、女性がもらって喜ぶもの

は、お花とダイヤモンドだそうで

す。お花はいただきましたー。

◆大和RC相原聰様／入会してか

ら初めてのお誕生日祝いありがと

うございました。今後、ロータリアン

として精進したいと思います。宜し

くお願いいたします。

◆親睦委員会／2600回夜間例会に、大勢の皆様に参加し

ていただき、にぎやかな例会になりました。ありがとうございま

した。又、高橋様、暑い中、すばらしいビデオありがとうござい

ました。

スマイルＢＯＸ報告
小金沢副委員長

卓話

和やかムードの例会に続き、ビュッフェスタイルの会食。
卓話の時間は所ジョージの番組録画上映からスタート。
「髙橋」姓のすごい日本人探しの企画です。
2年前に、最高齢現役パイロットとしてギネスに載った髙橋淳さんが登場。
ビデオに続き、ご本人登壇！
かつて武田会長のご近所さんだったご縁でですが、10月には95歳になろうとは全く見えない現役ぶりです。

【髙橋　淳さん卓話】

委員会報告

出席報告馬郡出席委員 お祝いの報告　田辺親睦委員 点鐘　武田会長カラオケ同好会報告
長谷川会長

ソングリーダー戸張
親睦委員長

幹事報告
森川良三幹事

司会　相原聰会員

松川パスト会長による
乾杯のご発声

 昭和37年の第１回以来、本日、第２６００回の記念例会

お楽しみ
イベント

手に手
つないで♪

高橋様と

カンパーイ
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