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皆さんこんばんは、先ほど紹介させていただきました
八潮みらい RC の市川さん、ようこそいらっしゃいまし
た。本日は八潮みらい RC の 5 周年記念式典の記念誌
が出来上がったという事でお越しいただいたという事で
ございます。この後ご挨拶いただきたいと思います。あ
りがとうございます。
本日は仕事に出ていても暑さが尋常ではなくて日差し
が出ていると焦げるような暑さで参ったなと思ったので
すが、3 時頃からは東京池袋方面ではゲリラ豪雨があ
ったそれもゴルフボールくらいの雹が降って、その情報
を YouTube で観ましたが台風みたいで空が真っ暗で雨
はザーザーとみんな逃げている映像、竜巻も発生した
ようで、池袋方面に会社から連絡があり、ガラスが何枚
も割れてしまい被害が大きいので養生できる具材を持
って来て欲しいという事で出かけていきました。今まで
起こりえなかったことが起こるような時代になってきてい
ます。皆さんご注意いただきたいと思います。
先週土曜日にロータリー財団部門セミナーに小笠原
委員長と共に出席をしてまいりました。大宮の清水園で
午後始まりましてセミナーを受けさせていただきました。
財団は我々の寄付から成り立っているという事からどの
ように寄付をあげていくかというお話がございました。7
月 16 日日曜日は、米山奨学会の部門セミナーがござい
ました。锡林高娃さんも出席されていまして、それと昨
年度の米山奨学生の謝 振宇君が学友という事で参加
をしていました。草加松原 RC としてとても誇らしく思いま

した。こちらのセミナーはディスカッション形式をとる時
間がございまして、その中でも今後寄付率アップはど
うしたらよいかという話し合いがされました。詳しい内
容につきましては各委員長から後日時間を取りまして
報告をさせていただきたいと思います。
そして先週の理事会で決定されて中で、バレーボー
ル大会のスポンサーという事で 3 万円を支援したいと
いう事を申し上げました所、承認されました。開催の日
程等は後ほど幹事報告でさせていただきます。
我々の仲間であります会田小弥太会員が春の叙勲
で「瑞光単光章」を受賞されました件につきまして、浅
く浅草ビューホテルでお祝いの会を開くことが決まりま
した。日程は 9 月 16 日（土）になっております。そちら
にお祝いの花を草加松原 RC として出させていただき
たいと思います。こちらも理事会で承認をいただきまし
た事を報告させていただきます。
今日は新入会員として来栖さんの入会式をさせてい
ただきます。これを持ちまして我々の仲間となります
ので先輩会員の皆様方には色々な専門用語、私も入
会したころは何を言っているのかわからなくて質問さ
れるといやなので行くのをよそうかなと消極的な部分
が出てきてしまいますので、皆さん是非サポートして
いただきたいと思います。
本日はこの後、クラブ協議会で各委員長さんの発表
をしていただく予定でございます。本日も宜しくお願い
致します。
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管理運営部門
プログラム委員会

7 月の理事会で決定したプログラム
≪8 月のプログラム≫
皆さん、こんばんは方針といたしましては、
１日 誕生・結婚祝、スピーチ ロータリー情報
今年度富永会長はクラブテーマを「新しい一歩を
会員増強部門・公共イメージ部門セミナー報告
踏み出そう」とされました。
8 日 奉仕プロジェクト・管理運営部門セミナー報告
今年度は今までのプログラムに新たなプログラ 22 日 米山記念奨学部門・ロータリー財団部門セミナー報告
ムを取り入れて、新たな感動が得られるよう
青少年交換留学生 安藤海翔君帰国報告
企画し、例会出席率の向上と新たな奉仕活動の
29 日 暑気払い例会「シュガーヒル」
実践に寄与したいと考えています。
≪9 月のプログラム≫
5 日 誕生祝・結婚祝、スピーチ ロータリー情報
１．毎月第一例会で誕生祝・結婚祝とスピーチ
青少年奉仕部門セミナー報告
２．毎月第一例会でロータリー情報の提供します
12
日
卓話「ロータリーの友について」
３．ロータリー特別月間のプログラムを企画します
４．親睦委員会と連携して会員とロータリー家族が 19 日 卓話「草加市環境マップについて」
26 日 卓話 講師 草加市高木教育長
楽しめる企画を旬の時期に企画します

奉仕プロジェクト部門

田中和郎委員長

川井大輔委員長

私は奉仕プロジェクトの部門委員長という事で、富永会長から指名を受けました。奉仕プロジェクト部門は職業奉
仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕の委員会の委員長さんがそれぞれ今年度の方針をここに発表しております
ので細かいことは申し上げません。最近私はロータリー全体を考えた時に、かなりロータリークラブの形が変わっ
てきています。昔からライオンズとロータリーは何が違うのと聞かれた時に、ライオンズは「WE サーブ」ライオンズク
ラブとして色々奉仕をする。それに対してロータリーは「I サーブ」という形で私は奉仕する。奉仕する仲間を増やす
ことによってロータリーの認知をしてもらう。そこが違うわけですけど、今は、ロータリーもライオンズも「WE サーブ」
になっています。ロータリーが変わりつつある。職業奉仕の原点であります 1 業種 1 人の枠がこの 10 年くらい前に
変わりましてクラブの人数が 50 名以下のクラブは 1 業種 5 名まで OK になりましたし、昔は会員全員の賛同がな
ければクラブに入れなかったわけですが今は理事会で承認されれば入会できる。
樹木に例えれば、クラブ奉仕部門が根っこであり、幹が職業奉仕、枝が青少年奉仕・社会奉仕といわれておりま
したけど、最近は社会奉仕が幹、もしくは根っこになっているのかもしれないという感じを持っています。今年度は
RI 会長も職業に対するメッセージが殆どないです。環境問題や温暖化防止など訴えております。それに対し大貫
ガバナーも新しいプログラムに取り組みなさいと言っていますので、各奉仕委員会の皆さんと相談しながら集会を
設けて新しいプログラム立ち上げていきたいと思っています。

職業奉仕委員会

渡辺美和子委員長

皆さんこんばんは、今年の地区の職業奉仕部門の中で、職業とは何か、奉仕とは何かが書いてあります。「職
業：利益を出すための行為、奉仕：利益を自分のために使うのではなく他人に満足を与えること」これを両立するこ
とで、私が今年度考えていますのは、例会の中で 10 分くらいずつ自分の職業どのように利益を上げるために努力
していて、尚且つ奉仕はどのようなことをしているなどを少しずつ語っていただきたいと希望しています。職業奉仕
月間が 1 月なのでそのあたりにお願いをしたいと思っておりますので宜しくお願い致します。計画書にも書いてあり
ますが、3 ディーチャレンジ最初は県の企画で始まった、色々な職種で職御意体験をするという事がございます。
草加は県の補助がなくなってからもずっと続けておりまして私の事業所も 10 年くらい受け入れています。中高生の
3 ディーチャレンジサポート推進と地区でも上がっていますので依頼が来るのがありましたら是非皆さんも受けて見
てください。親子の会話なども知ることもでき、良い体験と思います。これ自体が職業奉仕だと思います。宜しくお
願い致します。

国際奉仕委員会

瀬戸健一郎委員長

皆さんこんばんは、今年もフィリピンの支援活動を継続しようという事で、地区の方に引き続き継続の申請をして
いましたが、これが通らないという事で残念ながらグラントが獲得できませんでした。しかしながら当クラブとして皆
さんのご理解をいただきながら支援を継続していこうという事でコンセプション小学校に昨年度は給食を提供して
子ども達の平均体重が増えたという事で非常に効果があったという事なのでこれを継続したかったのですがなぜ
駄目なのか私も解せないのですが、今年は富永会長の強い意志がございましてコンセプション小学校の所管をし
ておりますマリキーナイースト RC と将来的とは有効クラブの締結をしていきたいという事で、お付き合いを深めて
いきたいとのことです。地区では 10 月 22 日～25 日でフィリピンに奉仕活動予定です。実際の活動、今計画してい
ますのは、飲料水とトイレ、衛生の施設の向上のプロジェクトを考えております。10 月にご都合のつく方は一緒に
行きましょう。宜しくお願い致します。

会員増強維持部門

牛山信康委員長

今年度会員増強維持部門の仕事をするようにと富永会長の仰せでございますので富永会長の意気込みを感じ
て増強維持部門を務めていきたいと思います。
この部門には、会員増強維持委員会がここにありまして木村博行さんが委員長、もう一つは職業分類選考委員
会、こちらは中村孝明さんが委員長になります。
過日会員増強部門の合同セミナーがありました。大貫ガバナーや色々なパストガバナーの話がありました。とに
かくこの増強は非常に重要という事の話がありました。地区全体では少し減少しましたけど、今年度 2800 名まで
復活させたいと力強く申されていました。もう一つは女性会員が少ないので重点的にお仲間を増やしていきたいと
言っていました。日本では女性会員が非常に少ないが世界全体を見まわしますと 20％くらいいらっしゃるそうで
す。日本がいかに少ないかという事なので増強をしようという事です。
私達草加松原 RC は、富永会長のもと、地区には 15 名増強という事を提示してあります。他のクラブと比較して
もとても大きな数字ですが、何とか目標に向かって、そして目標は大きなものの方が良いという事だと思いますの
で、皆さんにご協力をいただいて努めていきたいと思います。私たちのクラブの目標 50 名に向かって近づけてい
きたいと思っています。8 月初めに会員増強の例会を開催したいと思います。その中でセミナーで学んできたこと
や例会の中で多くの候補者をリストアップしていただき、候補に挙がってきた方に働きかけるという仕事のきっか
け作りをやりたいと思います。クラブが元気でないと新しい仲間を増やしても面白くないとなってしまうので出席率
を向上させるという事が非常に重要と思います。会員増強維持という事は会員数を減少させないということですか
らクラブの魅力を向上させるという事も重要と感じています。
紹介者の方は、新入会員を長くフォローすることも非常に重要と思いますので、バックアップする体制もしっかり
整えながら意識を啓発しながら皆さんと共にこの 1 年間目標達成のために頑張って行きたいと思いますのでどう
ぞよろしくお願いいたします。

ロータリー財団部門 学友委員会

髙橋通泰委員長

皆さんこんばんは、学友委員会は今までロータリークラブにはなかった委員会でございまして、今年度富永会長
からは新しくこのような委員会を作るからと言われ、草加 RC 時代の学友や草加 ERC 時代の学友の方、両方のク
ラブの過去の学友を調べてと言われましたが、調べると言っても過去の年度計画書には載っていないのです。先
日大久保会員と話をしましたが地区にでも聞かなくてはわからないのではないかとの話になりました。過去の学友
を地区に聞いてみようと思っております。
もし学友がわかり連絡が取れましたら、草加松原学友の会を作り、開催できれば良いと思っております。上手く
進むかわかりませんが皆様期待して下さい。

プロフィール
名前
来栖勝幸 （くるす かつゆき）
職業
土木建設業
事業所 賢友興業（株） 草加市柿木町
自宅
草加市高砂
家族
麻衣夫人 光希さん（長男）
趣味
サーフィン・スノーボード・スキー・サッカー
紹介者 長谷部健一会員
皆さんこんばんは、私は来栖勝幸と申します。この度は入会させて
いただきまして誠にありがとうございます。この声は、富永会長からお話がありましたお祭りで今は世話人になって
いますが、若い人たちの応援をしていましたら声がこのようになってしまいました。聞きずらいかと思いますがお許し
ください。私はロータリークラブの活動については全くわからないのですが、皆様のお姿を拝見しながら、またお話
を聞かせていただきながら、少しづつ共に活動できるように日々努力して参りますので宜しくお願い致します。

八潮みらい RC
市川英敏様
皆さんこんばんは、突然お邪魔
ましまして申し訳ございません。
前期の 2 月 26 日に 5 周年記念式
典をさせていただきまして、写真
のチェックに時間がかかりまして作成までに時
間がかかってしまいました。多めにお持ちしまし
たのでご覧ください。今後ともよろしくお願い致し
ます。

今後のプログラム
8/1
8/8
8/15

誕生祝・結婚祝
セミナー報告
休会

7 月１８日
金額

ニコニコＢＯＸ

17,５00 円

7 月１８日
会員総数
40
出席免除
５
出席適用
35
市川英敏様
富永

悟会長

飯山 英彦幹事
牛山 信康会員
大久保雄司会員
川井 大輔会員
加藤 芳隆会員
篠宮 時雄会員
瀬戸健一郎会員
高橋 昌夫会員
髙橋 通泰会員
田川 富一会員
田中 和郎会員
二階堂祐司会員
渡辺美和子会員
福本 孝明会員

レセプション
レセプション

累計

68,500 円

出 席 報 告
出席
17
ＭＵ
5
出席率
62.86

幹事報告

飯山英彦 幹事

皆さんこんばんは、幹事報告をさせていただきます。
＊「草加松原ロータリークラブ杯」バレーボール大会
開催日 9 月 3 日（日） 開会式 ９：１５
会 場 市民体育館
ご都合のつく方はご参加をお願い致します。
＊先日行われました当クラブの 5 周年記念式典の
DVD が出来上がりましたので本日配布させていた
だきます。ご覧ください。
＊RLI 研修会
開催日 8 月 30 日、対象者は森会員・二階堂会
員・木村会員・私になっております。宜しくお願い
致します。
＊8 月 25 日～27 日フィリピン国際支援の事前打ち合
わせという事で先方のロータリークラブに富永会
長と私で訪問してきます。ご予定がつく方で一緒に
行っていただける方はご一報ください。時期的に
は安い時期です。
＊「九州北部豪雨災害義援金ご協力のお願い」が地
区より依頼か来ています。1 人 1000 円あたりの金
額をご協力くださいという事です。
クラブから 4 万円を送金したいと思います。次回理
事会の承認では間に合わないので、ご了承をお願
い致します。
＊韓日親善会議について
開催日 9 月 22 日～24 日
現在参加予定 富永会長・佐々木会員
会田会員・加藤会員・飯山幹事
ご参加いただける方は、お声かけください。
＊八潮みらい RC さんの記念誌を配布させていただ
きました。後ほど、お持ちいただきました市川会員
からお言葉をいただきたいと思います。

2 月の 5 周年式典にお越しいただきありがとうございます。やっと記念誌が出来ましたのでお
持ちしました。これからも宜しくお願い致します。
八潮みらい RC,市川さんようこそいらっしゃいませ、来栖さん入会おめでとうございます。本
日はクラブ協議会、委員長の皆様 1 年間宜しくお願いします。
クラブ協議会宜しくお願い致します。
もうじき夏。夏といえばサンバ、草加駅西口にサンバがやってくる。今週の（土・日）人がい
っぱいいなります。
竜巻も雷様も草加をよけてくれたようです。くわばら、くわばら。
天気不安定で何がおきるか、困りますね。
富永会長ヲはじめ各委員会の委員長の否様これから 1 年間宜しくお願いします。
暑い日が続きますね！
来栖さんようこそ！ 共にロータリーライフを楽しみましょう。
毎日暑いですね。梅雨明けも間近と思います。天気の急変には気を付けなければと感じます。
毎日暑い日が続きますね！
暑中お見舞い申し上げます。年に 1 度の海外旅行、中国貴州省に行ってきました。
暑さ厳しき折、地面にしみこみ位の雨がほしいですね。来栖さん入会おめでとうございます。
本日久しぶりに中島会員に会いました。元気そうだったので今日は例会だよと言いました。
暑い日が続きます。夏休みになると、子ども達に石割りイベント、プラネタリウム投影、小さ
い地球儀制作のイベントがあり、いそがしくなります。
来栖さん入会おめでとうございます。これからも宜しくお願いします。

