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ようこそお客さま 

古河東ロータリークラブ トミー植松様 

 

会長挨拶         荒川洋一 会長 

 本日は、テレビやラジオの英会話番組でおなじみのトミ

ー植松様に卓話をお願いしております。先生に置かれまし

ては大変忙しいところお出かけくださいましてありがと

うございました。心から御礼を申しあげます。本日の卓話

楽しみにしております。よろしくお願い致します。 

 今月は職業奉仕月間ということで先週の 10月 15日(水)

広沢グループ・筑波プラントへ職場訪問を行いました。参

加者は 25 名、幸い天候にも恵まれ楽しい一時を過ごして

参りました。工場はよく整備され、また製品開発の研究も

熱心で、自社ブランドの製品を持っているのは強みだとの

印象を受けました。職場訪問の準備をして頂いた職業奉仕

委員会の皆さんに御礼申し上げます。 

10 月 19 日(日)にボーイスカウト育成会の総会に中里幹

事と行って参りました。皆様にもくれぐれもよろしくとの

ことでした。 

 

幹事報告         中里泰久 幹事 

1. 茨城新聞社より名義講演申請承諾の通知がありました 

2. 筑西市国際交流連絡協議会より外国人による日本語ス

ピーチコンテスト開催の案内受理  

  11 月 30 日 スピカ 6F コミュニティプラザ 

3. 青少年育成筑西市民の会より少年の主張大会の礼状受

理 

4. 下館国際交流友の会より日本語教室開講式の案内受理 

5. 真壁 RC より創立 50 周年記念式典の招待状受理 

6. しもだて紫水 RC より例会変更の案内受理 

  10 月 28 日(火) 午後 7 時  伊讃公民館 

  11 月 8 日(土) 午前 10 時 勤行川仙在橋 

  12 月 16 日(火) 午後 7 時  つたや クリスマス 

  12 月 23 日(火) 休会 

7. 赤城徳彦事務所より国政報告会の案内受理 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 水戸西 RC より 会報受理 

9. 水戸 RC より 会報受理 

10. 国際ロータリーより ロータリーワールド受理 

11.去る、19 日ボーイスカウトの総会に出席してきました 

12.しもだて紫水 RC より ポスター掲示協力のお願いが

来ております。 

 

卓話       古河東ＲＣ トミー植松様 

          本日はお招き頂きまして有難う御

座います。偉人、知名人を多く出さ

れています下館市、また伝統ある貴

クラブについてはかねがねお話はお

聞きしていたものの、ご当地に参り

ますのは初めてで御座いまして、大

変楽しみにして参りました。私は父

親のしごとで外国で３回引越しをし 

まして、中学で日本に帰ってきましたので、子供の時から 

色々な言語に接してきました。その為ある言語のある発音 

方の言語では全く違った意味を持つ言葉になることが大 

変面白く思い、子供の時から深い興味を持ち、大學でも言 

語学を専攻しました。ある語の一文字換えるだけで、全然 

別の言葉にもなります。 

私がアメリカやイギリスのパブで１番受けた話で、「そ

れでは今日は右目を噛んで見せましょう」さて、どうやっ

て、この若者は右目を噛むことができたのでしょうか？答

え老人は入れ歯だったのです。総入れ歯をはずし右に持っ

て行き、歯で噛む仕草をしました。という話の中で、実は

皆様にお考え頂いている間に、荒川会長の目がギラリと光

りました。私は直感で、「お分りになりましたね」とお尋

ねしましたら、「いや、いや」と仰いましたが、後でお聞

きしましたら「叔母が総入れ歯で、それをはずして鼻先を

舐めたことを思い出していました」と仰いました。それが

正解でした。あの時答えて頂いていたら満場の拍手でした。 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 

●篠笛 

次週のプログラム 

●１１月５日 新入会員卓話 

（石島仁司会員） 

 

RRoottaarryy   IInntteerrnnaatt ii oonnaall   DDiiss ttrr ii cctt   22882200   

SSHHIIMMOODDAATTEE  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  WWEEEEKKLLYY  RREEPPOORRTT  22000088～～22000099  

ＲＩ会長 李 東建 ＲＩテーマ 夢をかたちに／Make Dreams Real 

事務所・例会場／ダイヤモンドホール 筑西市玉戸 1053-4 TEL 0296-28-8511 FAX 0296-28-8533 



職場訪問例会 

10 月 15 日(水) 広沢グループ・筑波プラント

 

  

  

SMILE BOX      細谷貢 委員長 

トミー植松様（古河東 RC） 

 本日はお招き頂きましてありがとうございます。偶然で 

すが今日は大変良い日だそうです。一斉を風靡したアメ 

リカの宇宙船アポロ 7 号が無事に地球に戻ってきたのも 

この 10 月 22 日、音楽の好きな人ならご存知のハンガリ 

ーのピアノの魔術師と言われたリストの誕生日、それに野 

球ファンならご贔屓のイチローの 35 回目の誕生日でもあ 

ります。私にも下館ロータリーのよき思い出になり、感謝 

しています。 

荒川 洋一  トミー植松様お出かけくださいまして、あ

りがとうございました。卓話楽しみにして

おります。先日の移動例会では職業奉仕委

員会の皆様ご苦労様でした。御礼申し上げ

ます。 

中里 泰久  先日の草刈、社会奉仕委員会の皆さんご苦

労様でした。また、職業奉仕の皆さんには

職場訪問では大変お世話になりました。ト

ミー植松様、本日はお忙しい中おいで下さ

いましてありがとうございます。本日はよ

ろしくお願いします。 

新井 利平  下館 RC ゴルフ会にて優勝させて頂きま

した。 

新井 和雄  私の英語の師、トミー先生の卓話を記念し

て。私の英語が下手なのは、トミー先生の

ラジオ講座 100 万人の英語のせいです。 

鈴木 光則  トミー先生お話楽しみにしています。 

関谷 徹   今月もニューモラルを配布させていただ

きます。 

川連 秀典  トミー植松さんの卓話楽しみです。 

出席報告        諏訪哲也 委員長 

例会日 会員数 出 席 欠 席 病 欠 免 除 

10/22 58 49 9 0 7 

 

メークアップ         

10 月 9 日 下館 RAC 

溝口明洋・鈴木光則・司代隆之・川連秀典 

 

10 月 10・11・12 日 ライラセミナーあすなろの里 

  鈴木光則 

 

10 月 14 日 しもだて紫水 RC 

  永盛宣也 

 

10 月 17 日 松山市道後 RC 

 司代隆之 

 

10 月 19 日 ボーイスカウト筑西第 1 団育成会総会 

 荒川洋一・中里泰久・諏訪哲也 

 

 

アクトコーナー 

・10 月第 2 例会にてボーリング交流会を行いましたが、

優勝者は川連委員長でした。おめでとうございました。 

 

・11 月第 1 例会のご案内 

 場所：アルテリオ 

 日時：11 月 13 日（木） 19：30～ 

 内容：国際交流友の会との交流会 

   （書道や手ぬぐい遊びなどの日本文化と触れ合う） 

となっていますので、皆様のご参加お待ち申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム委員会一同 永盛武・日向野陽・白井信行 

       トミー植松先生の卓話を記念して。 

 

本日の合計 ￥17,000 円   累計 ￥562,000 円 

 

 

欠席の場合は、ダイヤモンドホール(TEL 28-8511)

へ午前 10時迄に必ず電話下さい。 

会長/荒川洋一  会長エレクト/奥沢裕二  幹事/中里泰久   会報委員長/司代隆之 副委員長/鴨志田寿夫 委員/増渕文夫、小島ゆり 


