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お客様ご紹介
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新見 和男

皆様、こんにちは。
今年も花粉症の季節がやって
来ましたね。幸い私は未だ発症
しておりませんが、私の周りの
方々のご苦労を目の当たりにす
るとつくづく大変だなと思いま
す。
花粉の発生量は前年の夏の天候に関連があると
言われています。気温が高く日照時間が多く雨の
少ない夏は花芽が多く形成され翌年の春の花粉の
飛散が多くなると言われています。昨年の夏は、全
国的に気温が高く、日照時間も多くなりました。
この状況を踏まえ、日本気象協会によると今年
の花粉の飛散は前シーズンと比べて西日本では２
倍以上の飛散量となるところが多くなり、関東地
方は前年に比べやや少なくなると予想しています。
現代病となった花粉症は、誰がなってもおかし
くないですよね、昔と違い生活も食事も劇的に変
化して花粉症も当たり前になってしまい対策も
色々変わって来ています。
花粉症に効く食べ物もいろいろな説があります
ね。その中ではヨーグルトが注目されています。
もちろん毎日食べることが大切です。昔ながらの
発酵食品である味噌や醤油、納豆なども症状軽減
には効果があるそうです。
イチ押しはアレルギーを抑える成分が含まれる
シソの葉です。独特の香りはリラックス効果もあ
り、料理に使ったりジュースやお茶にして飲んで
も良いそうです。
いずれにしても花粉症をお持ちの方は、しばら
く の 間 、 憂 鬱 な時 期を 過 ご す こと に な り ます 。
ご自愛下さい。
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浦和北東ＲＣ 創立30周年記念事業御礼と記念
式典キャラバンで伺いました。
昨年12月6日(火)「創立30周年記念ポリオ撲滅
チャリティゴルフ大会」に内山泰成様、伊田雄二
郎様、鈴木恭二様、竹内雅人様のご参加いただい
た御礼と6月2日(金)記念式典並びに粗宴を浦和ロ
イヤルパインズホテルにて開催致します。
新見和男会長様、渋谷廣慶幹事様を初め関係各
位にご案内致しますのでご臨席賜れれば幸いです。
貴クラブは第2770地区で一番目覚ましい会員増
強と奉仕活動を展開されております。そのパワー
の源は新見会長様はじめ歴代会長様の強いクラブ
愛、リーダーシップの成果です。それを支える会
員各位の活力であると思います。本日貴クラブの
パワーを頂きたいと思っております。
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事務局：さいたま市大宮区桜木町1-11-2 YK-12ビル 4F
TEL.048-871-8881 FAX.048-871-8882
E-mail：info@rc-omiya-west.com HP : http://rc-omiya-west.com/

地区では、ＲＬＩ運営委員長新井清太様、ＲＬ
Ｉディスカッションリーダー内山泰成様にご指導
頂き感謝申し上げる次第です。
貴クラブの益々のご発展をご祈念申し上げます。
本日はお世話になります。ありがとうございました。

幹事報告

幹事

渋谷廣慶

◆本日、全会員に2016年手続き要覧を配布致しま
す。手続き要覧は3年に一度の発刊です。
◆3月のロータリーレートは116円との事です。
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皆さん、こんにちは。この時間の中で私の生業
としております、盆栽の話をさせて頂くというこ
とで本当に光栄だと思っております。私はこの近
くの盆栽町で生まれて、私の先輩方もおられるの
ですが７５年ずっと頑張って来たつもりです。こ
のパレスホテルが出来た年１９８９年、この場所
を使いまして盆栽大会をやらさせて頂きました。
盆栽大会って何をするんだろう、と思われるかと
思いますが、多くの人に盆栽を知って頂く、世界
の盆栽愛好家の方に一堂に集まって頂きお互いに
親睦を重ねていくというもの、今度の大会のパン
フレットをお配り致しましたが、４月２８日から
３０日迄、もう直ぐですが、今動いておりますの
で、そのようなお話しをさせて頂きたいと思いま
す。
あの頃を思い出しますと未だパレスホテルがあ
る位でアリーナは無かったです。その当時でも５
００人から８００人、日本の方の登録した方が５
００人で大会を開きました。この人達はこの大会
のいろんなイベントに参加出来、パーティー、デ
モンストレーションにも参加でき、大変費用は掛
かりますが。皆さんに今日お願いしたいのは盆栽
の展示会、私は、伝統文化だと思っております
が、海外の方の方が一生懸命やっておられます。
アメリカは一番早かったと思いますが、アメリ
カ、ヨーロッパ、オーストラリア、近い所では中
国、韓国、その国たちが自然の木を大事にして、
手を掛けて作る、盆栽を作る、『盆』とは入れ物
ですからそこに入れて作る、そこで自然をつくる

という意味だと思っております。今日、皆さんに
パンフレットをお配り致しましたが、この木は
『シンパ』と云う木で私の父が平成８年に亡く
なったのですが、その前にＴＶに出る時に「この
ような木は私は今まで見たことが無い、親父がこ
れは絶対売ってはいけない、これは家宝だか
ら、」ということでした。これはメインに飾らせ
て頂くことになっております。これは１ｍ５０㎝
あるんです。推定ですが、１０００年は楽に経っ
ているのではないかと思います。親爺が木を見
て、俺もこの木を見たら未だはなたれ小僧だな
と、私の家では、私のおじいちゃんの手を掛けた
木がまだ残っています。先程も少し話しましたが
１９８９年でしたかクリントンさんが来たとき、
確か小渕さんが総理で、突然電話が掛かって来ま
して、小渕だけどお父さんいるかね？と言われ、
その時うちの親爺が出たのですが、アメリカのク
リントンさんが来た時に盆栽を差し上げよう、と
いう事で、今ソ連領になっている国後島の蝦夷松
の盆栽、これもいま２００年以上経っているとて
もいいものです。アメリカに持って帰りまして今
アメリカに盆栽の展示場が出来ております。ある
意味では平和外交の一環だと思っておりますけれ
ども、蝦夷松ってのは、先程お話しした通り国後
島はソ連領なんですね、ソ連領の木をアメリカに
持って行って、そして、たぶんロシアに行くって
時にどうするか？加藤さん考えてくれ、と言われ
た時に小渕さんが亡くなってしまいました。
その話は途切れてしまっているんですが、いろ
んな意味で海外で盆栽が盛んになったと云う事は
紛れもない。ヨーロッパ、アメリカでは世界大
会、規模は小さいですが盆栽の集まりをやってお
ります。私も昔ロータリーでお世話になって皆さ
んのご苦労を知っているんですけれども、この盆
栽協会に入った中で一番大事なのは繋がりだと思
うんですね。
今回特に世界大会をやるということ、又出来る
と云う事は、私達にとってもすごく有益な事だと
思っております。あの時は未だアリーナが無かっ
たですから大変狭い場所で、今回は全国の盆栽の
愛好家の盆栽の展示がされて日本の伝統美を少な
くとも外国人にも見て頂きたい、埼玉県の人に見
て頂いてやはり盆栽とはこういうのが良い、また
良いものがあるんだな、という風に思って頂ける
のではないかと思います。
皆さんご存知かもしれませんが、盆栽町に盆栽
美術館が出来ました。日本の代表的な木が大体
入っております。そこを開放して大会の時には是
非外国の人にも見て頂くんですが、私たちはそう
ゆう事をしながらもっと盆栽を海外の人に見て頂
きたいけど、埼玉の人にも見て頂きたいなと思っ
ております。今回は先程もお話ししましたが、何

の世界でも若い人達がどんどんやって行かないと
先がない訳ですが、このさいたま市では選ばれた
小学校１１校があり、小学生で盆栽教室をやって
おります。小学生が手を掛けた小さなこれから盆
栽になっていくものを飾っていくと云う事で頑
張ってやっています。
広い土地を使って、そこで盆栽を作っているの
ですが、もう少し良い雰囲気を作っていきたい、
盆栽美術館が出来た、そしてアダム君、ドイツの
青年、韓国の青年が私の家にいますが、海外に日
本の伝統文化を広めようということです。
盆栽は何が違うのか、そこに自然を感じさせ
る、盆栽というのはそこに自然を表現していくの
が、皆さんどこかに行かれた折に、林の感じとか
木の美しさ、凄さなど、それを眺めた時には気分
は良いと思うんですね、私が最近東京に出かける
のですが、皇居の前に黒松の庭木があり、あれも
随分と力を入れているものだと思いますが、手入
れがしっかりしています。
やはり鉢の中でやっていると可哀そうと言われ
たりしますが、鉢の中で作っていくうえで技術を
楽しんでやっていく、私も今日こちらに来る前
に、植え替えをして来ました。丁度植え替えの時
期でいくらでも木を愛したいと思って今やってい
る所です。
是非皆さんにお願いしたいことは時間を作って
頂きアリーナでの盆栽展を見て頂いて楽しんで頂
きたい。今８００位登録がありますが、それ以外
にも外国人等も楽しんでらっしゃる方も多いと思
いますので友好的に過ごして頂ければこんなに楽
しいことはないのでは無いのかなと思います。
アダム君は最初は英会話の先生としていらした
のですが、絵がとても上手で好きで、景色を見て
るうちに盆栽が好きになり、私の家で６年間修業
しております。
後でお話し頂きますが、どこの国の人達もみん
な育てると云う事を考えて、育てるにはどうした
ら良いのかと考え、そして水、肥料、日光に当て
るなどすれば良い盆栽に育つという事で是非そう
いうつもりで目の保養をして欲しいと思っており
ます。
何回もヨーロッパ他海外に行っておりますが皆
さん素晴らしい木を作っております。アリーナに
大勢の方に来て頂きたい、私の家は盆栽園では一
番古いですし関東大震災の時もずっとあり、私で
４代、息子も頑張っておりますので、植物を大事
にすると云う事を世界に発信出来れば良いなと
思っております。お時間がありましたら是非お出
掛け頂ければと思います。
今日は家では優秀なアダム君の話を聞いてやっ
てください。それではお願いします。

アダム・ジョーンズ様

皆さんこんにちは。私の日本
語は上手でないですが、先ず私の自己紹介をしま
す。私はアダム・ジョーンズです。アメリカから
来ました。６年前来ました。蔓青園で盆栽を勉強
しています。今、この話は外国人から見て『盆
栽』を話したい。もし日本に行って何が良いか、
『侍』『芸者』『寿司』『盆栽』を考えます。外
国人は盆栽の言葉は知っているけど、内容は知ら
ない、本当は素晴らしいですね。たぶん自分の国
の文化には興味がない、つまらないと思ってい
る、しかし違う国の文化、素晴らしいと思う。た
ぶんアメリカの文化は、ま、ま、と思っています
が、皆さん日本の文化は素晴らしい。今世界どこ
でも盆栽がありますが日本の盆栽は世界でも一番
すごい、美しい、素晴らしい。ここで盆栽を習い
たい、勉強します。なぜ日本の盆栽がきれいか、
親方は、『この木はきれいだけど１センチ、１ミ
リが違う』という、ことだと思う。日本は素晴ら
しい国だと思っています。再来月４月末、盆栽世
界大会があります。盆栽に宇宙が見える、大きな
盆栽には宇宙が見える、世界大会にその宇宙を見
て下さい。頭は使いません、心を使います。値段
は関係ありません。何歳？関係ない、心を使って
下さい。今年、蔓青園から卒業します。そして私
の夢は外国人、日本人にでも盆栽を伝えたい、自
分の場所で一生懸命頑張ります。
（園主より：アダム君は日本で結婚して日本人の
奥さんがいらっしゃいます。２人で頑張っていま
すのでどうぞ宜しくお願い致します。）

荒井伸夫 会員

加藤さん、アダムさん、有り難うございまし
た。日本の伝統的な盆栽、ユネスコ世界文化遺産
にもって行こうではないかと云う事も言われてお
ります。世界盆栽大会がさいたま市の大宮で開か
れます。感慨深いものがあるのではないかと思い
ます。南投ＲＣに昨年訪問した時にレストランで
食事をするのですが、盆栽が沢山ありました。世
界盆栽大会４月２８日から３０日、是非ご覧に
なって、そこに生かされた自然に、また宇宙を感
じ取って頂き、皆さんの生活に活かして頂ければ
と思います。世界盆栽大会に一人でも多くの方に
参加して頂ければと思いますので是非宜しくお願
い致します。盆栽は世界語であります。海外で質
問を受けても少しはお話しできればと思います。
世界盆栽大会の前売り券が私のところにあります
ので、是非ご参加の程宜しくお願い致します。

ロータリーの目的

本日のリーダー：
荒井理人 会員

四つのテスト

本日のリーダー：
名苗このみ会員
左からアダム・ジョーンズ様、加藤初治様、
新見和男会長
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