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ロータリー : 変化をもたらす

ＲＩ会長 イアンＨ.Ｓ.ライズリー
2570地区ガバナー
第３グループ
ガバナー補佐

細 井 保 雄
木 川 一 男

「 ＲＩ戦略計画を皆で一緒に実行しよう！
！」

第

例会
平和と紛争予防／紛争解決月間

天 候
会 長
例会日

晴
和 泉 由起夫

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
事務局：飯 能 商 工 会 議 所 内
（代）

幹 事 土 屋 良 一
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 増島君、間邉君

・点 鐘 和泉会長
・ソング 手に手つないで
・米山記念奨学生 ラービアッ・ザリさん
・卓 話 和泉雅子様
【会長報告】
市社協の福祉関係の各賞表彰式で飯能ＲＣ
は共同募金で表彰、埼玉県共同募金会飯能市
会市会長の石井道夫先生から頂きました。
ＲＩ世界囲碁大会４／２２日本棋院会館本院。
２／２５紫雲閣、
１８-１９年度地区チーム研修
セミナー。次年度は当クラブより５名が出向：
中里（忠）クラブ奉仕部門増強委員、和泉同部門
公共イメージ委員、藤原国際奉仕部門国際支
援委員、伊澤職業奉仕部門高校生社会体験活
動支援委員、前島社会奉仕部門の委員。茂木
ガバナーエレクトは次年度バリー・ラシン氏の
テーマ「インスピレーションになろう」
（良い事
を世界に発信し変えていく行動人に。直感、
ひ
らめきを深化させよう）に基づき「ポリオ撲滅」
「会員増強」
、
２つをテーマに進まれるそうです。
一昨日、中里（昌）会員と私と幹事で木川補
佐をお見舞い。術後リハビリ中で退院も近い
と思います。ザリさんに奨学金を贈呈します。
◎ザリさん：そろそろ１年になります。皆様
と出会い、いろいろなイベントや例会に出て
皆様のサービス精神の優しさを実感出来るよ
うになりました。いつもご支援有難うござい
ます。心より感謝申し上げます。
【幹事報告】
ＩＭ決算処理のため、立替えている方は今
週中に事務局にお申し出ください。
◎例会変更のお知らせ
◇入間ＲＣ
・４／１２（木） ４／７・８地区大会に振替

・４／２６（木） ４／２４入間南との合同例会に振替
◇所沢ＲＣ
・３／２０（火） 定款の規定により取止め
・４／３（火） ３／３０（金）花見例会に振替
・４／１０（火）４／７・８地区大会に振替
・４／２４（火） 定款の規定により取止め
◇入間南ＲＣ
・３／２０（火） 例会取止め（定款８―１―Ｃ）
・３／２７（火）２４「奉仕プロジェクト」に振替
・４／３（火） 花見家族例会 点鐘１８時半「大松閣」
・４／１０（火）４／７・８地区大会に振替
・４／１７（火） 例会取止め（定款８―１―Ｃ）
・４／２４（火） 入間ＲＣとの合同例会
点鐘１８時半「丸広７Ｆさくら草ホール」
◇所沢中央ＲＣ
（土）新所沢と合同観桜会
・３／２６（月） 振替休会 ３１
・４／９（月） 振替休会 ４／７・８地区大会
・４／１６（月） 移動例会 親睦旅行１５・１６堂ヶ島
・４／３０（月） 例会取消（法定休日）
◇新所沢ＲＣ
・３／２０（火） 例会取消（法定休日）
（土）
合同観桜会（所沢中央）のため
・３／２７（火） 振替休会３１
・４／１０（火） 振替休会 ４／７・８地区大会
・４／１７（火） 例会取消（定款細則により）
（４／３０・５／３～５法定休日）
・５／１（火） 例会取消
・５／２２（火） 例会取消（定款細則により）
【委員会報告】
◎ロータリー情報委員会
山川君
（満寿家）
、入会３年未満の
３／１４炉辺会談
方は出来るだけ多くご出席ください。
◎青少年奉仕委員会
伊澤君
ＲＩ高校生向け留学説明会３／１１坂戸・文化
施設オルモ。
お問合せ:地区青少年交換委員会。
◎雑誌委員会
町田君
「友」
２月号。
横組Ｐ１０
「平和について考える
きっかけに」小６の女の子の寄稿。鹿児島県
鹿屋市は１９３６年、海軍航空隊基地が置かれ

特攻隊出撃地だった。現在も国防の一大拠点
としての役割が強い土地柄。幼い子も平和に
ついて考えて書くのだと思いました。縦組Ｐ
９
「パワー浜松ＲＣ」例会は朝７：３０から。平
均年齢５５歳。平均年齢６６歳の飯能クラブ
で良かったなと思っております。
◎退会のご挨拶
奥冨君
【出席報告】無届欠席０ 福島出席向上委員長

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
※４／８地区大会、南口集合８時。制服着用。
【Ｍ
Ｕ】
２／２５（地区）藤原君、中里（忠）君、伊澤君
前島君、和泉君
２／２７（日高）中里（忠）君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・和泉雅子様ようこそ！本日は有難うござい
ます。
髙橋君、和泉君、島田君
土屋（崇）君、土屋（良）君、市川君
・人事異動により残念ながら退会となりますが、すぐに
後任者が入会致しますので宜しくお願い致します。２
年間たいへんお世話になりました。
奥冨 栄君
・ＪＣ「はんなーら」に「原市場の森」取り上げてもらいまし
た！ 高２砲丸娘、Ｕ２０オリンピック育成・台湾合宿、
元気に行ってきました。
大野（康）君
・早退
半田君、中里（光）君
本日計１４，
０００円、累計額７１４，
５０２円。
◎７日例会当番は前島、森会員です。
【卓
話】
講師紹介
和泉会長
映画、
ＴＶ出演、ご講演多数、冒険家、真言宗僧侶でも
あります。銀座四丁目のご出身。
１９６０年代、
日活の青春
映画に多数出演、
吉永小百合、
松原智恵子と
「日活三人娘」
として絶大な人気を誇る。
ＴＶレポーターとして南極へ行
き極寒の魅力に取りつかれ、
今度は冒険家として北極へ。
１回目失敗、
２回目１９８９年に北極点を制覇。
北極点を制
した女性は２人。和泉さん、
犬ぞりで制覇したアン・バン
クロフトさん
（１９８６年、
和泉さんが失敗した翌年）
。徒歩
で行かれたのは和泉さん一人でございます。

女優になったわけ ～探検家として～
和泉雅子様
飯能大好きです。母が鳩山町出身で、
子どもの頃から
春と夏と冬の休みには野山を駆け回ってました。平沼さ
んとお友達で
「じゃあ、
飯能行くわよ」
と。
「ムーミン」
出来ま
すでしょ。
フィンランドには３０回位しか行ってないんです
けど嬉しくて嬉しくて。出来たら飯能にずっと居ると思う
んです。お泊りは平沼さんち。宿代掛かんないんですの。
小学校は銀座の泰明小。
あの頃制服なんかありません。
１年生の初めて受けた授業で何にも勉強が出来ないんで
ビックリしちゃったんです。
５年生位まで５段階通信簿で
大体１と２。皆から
「オイチニオイチニ、
行進曲の和泉」
なん
て言われました。勉強が分からず授業が退屈で、ある時
児童劇団の
「子役で出ませんか」
という広告を見て
「これな
ら学校休める！」
って思ったんですね。入団試験では
「笑
って」
と言われ
「可笑しくもねえのに笑えねえよ」
って江戸弁
で言っちゃったんですが、顔がきれいで受かっちゃった
んです
（笑）
。
ＴＶの
「おトラさん」
を見て
「喜劇女優に」
と思い、
中１で柳家金語楼師匠に弟子入り。師匠から
「そんなきれ
いな顔じゃ喜劇は出来ない」
って。辛いですよね
（笑）
。水の
江瀧子さんと金語楼師匠がキャプテンの生放送番組「ジ
ェスチャー」
。学校が終わるとＮＨＫに行って
「わーっ」
と走
り回っていたんです。そうしたらターキーさんが「お兄様、
ちょっとこの子を貸してちょうだい」
と。日活映画に内緒で

出されちゃったんです。
「１３歳
のこんな子どもは日活に要らな
い」と言っていた江守専務も試
写を見て
「すぐ契約しろ」
と。
日活
のスターになっちゃったんです。
Ｓ３６年は石原裕次郎さんがス
キーで怪我、赤木圭一郎さん
がゴーカート事故で亡くなり、
吉永さん、浜田光夫さんは１年
前に入っていたのですがスター
が手薄。そこに高橋英樹、松原
智恵子、中尾彬、私が入社。休
憩中、控室では吉永さんの母と私の母をソファに座らせ
私は踊って歌ってふざけてるんですが、吉永さんは勉強
大好き。その隣りで勉強してるんです。彼女が欲しいもの
は私の明るさ。無い者同士仲良くなるんですね。
日活を離れ、
舞台やＴＶに頑張っている時、
山に出合っ
たんです。お祖母ちゃん家を思い出してのめり込んでしま
った。私の冒険心は埼玉が育ててくれたんです。ある時、
ドキュメンタリー番組で
「南極へ行ってくれ」と出発の３日
前に言われ、
ペンギン語中級の腕を試したくもあり１か月
行きましたが、南極の景色は空と海ばかり、突き当りが無
いんです。
「よし、
今度は北極の景色見物をしよう」と。
考えてみると、私の場合「やり
、 たい」
「なりたい」
ではなく
勉強が嫌だから女優になって、山へ行ったら南極、北極、
フィンランドに惚れ込んで、という感じ。北極は５０回行き
ました。たくさんの思い出が頭の中に詰まっています「
。北
極点に行って何かいい事があったか」
と言われるのです
が何もありません。
１回目、
失敗した時はレートが高く、
１億
３千万も使っちゃいました。入間川より大きな氷の割れ目
を前に断念。
死んじゃったら何の楽しみもありません。
「よ
し、
日本に帰って働いてもう一回来るぞ」
と。
４年後、
２度目
は６５日間、楽しかったです。
うちの遠征隊は１日５０００
kcal、プロ野球の選手並みに食べました。それでも寒さ
でエネルギーを奪われて痩せちゃうんです。私は７キロ、
男性で１０キロ痩せた人も居ました。
分かったのは「一人じゃ出来ないんだ。たくさんの方の
支えがあって初めて出来るんだ」という事。それまではい
ろいろ言い寄られるものですからツンツンしてたんです。
でもそれじゃいけないって急に人が大好きになって。遠
征は今になって「やって良かったかな」と思うんですね。
もう一つ、世の中にはお金で買えないものもあるんだぞと
いう事を教えてもらいました。いのち、こころ、友情、両
親、飯能の素敵な空気や景色、人柄…。
ちなみに私独身ですの。
顔がきれいだって事でもらっ
て頂ける方居ないでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
質問タイム●
『二人の銀座』秘話：越路吹雪さんのために
ベンチャーズが作った
『ギンザ・ライツ』
「私の感じ
、
じゃな
いから」
と私が貰いました。
「雅子ちゃんは音痴、
下手、
ダメ。
だから楽器のように正確に歌える男性と一緒にやったら
ヒットするぞ」とのお手紙付きでした。映画で共演してい
た山内賢ちゃんは絶対音感、音楽は何でも出来ちゃう。
でもね、
「味」
が無いんです。
私は音痴なんですけど
「味」
しか
無いんです。それで二人が一緒になりましたら名曲『二人
の銀座』になったんですね。先に歌がミリオンセラーに
なって日活が慌てて映画化したという珍しい曲でした。

第３グループ 都市連合会

「変化に対応しよう！」

２/１８日
会場 ホテルヘリテイジ飯能ｓ
ｔ
ａ．

ホスト 飯能ロータリークラブ

