
  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◆ お客様  
八潮 RC      会長 瀬田秀樹様 幹事 関 信行様 

 草加中央 RC  会長 須永賢治様 
 八潮 ERC   会長 北川賢一様 幹事 小林洋一様 
 八潮みらい RC会長 石塚恭央様 幹事 高橋洋一様 
河井智栄子様   加藤享子様   長谷部芳枝様  
篠宮明子様   2017-18米山奨学生 锡林高娃さん 

◆ 会長あいさつ    富永 悟会長 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

７月４日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、やっと草加松原ロータリークラブ
2017-18、私の会長年度がいよいよ幕を切ってスタート
しました。本日は佐々木ガバナー補佐を始め第 9 グル
ープのクラブ会長・幹事の皆様、おいそがしい中をお集
まりいただきまして誠にありがとうございます。また令夫
人の皆様も第一例会にご参加いただきましてまことにあ
りがとうございます。生憎雨模様となってしまいました
が、雨降って地固まると言うようになれば良いと思って
おりますので何とぞ宜しくお願い致します。 
 さて、今年度のＲＩ会長イアン H.S. ライズリー氏のＲＩ
テーマ「ロータリー；変化をもたらす」となっております。
ロータリーが変化をもたらす。ロータリーと変化をもたら
す。ロータリーに変化をもたらす。と色々な意味での変
化を時代と共にもたらしていきましょうという意味がある
という事です。 
そして今年度国際ロータリー第 2770 地区大貫ガバナー
はＲＩテーマを基に「新たな行動、新たな感動」という地
区運営方針を打ち出されました。奉仕を受ける側も奉
仕をする私たちにも変化をもたらすために新しいことに
チャレンジをして、今までにない新たな感動を味わいま
しょうという事です。 

 
 

第２４7 回 例会 ７月 11 日 草加市文化会館          

 

 

 

 

 

会長 富永   悟 

         

 

 

 

 

 

幹事 飯山 英彦 

会 長：富 永   悟 

幹 事：飯 山 英 彦 

 

例会日：毎週火曜日 19:00～20:00 
例会場：草加市文化会館 
事務局：草加市青柳 8-56-21 
    TEL/FAX 048-967-5315 
    PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp 

国際ロータリー第 2770地区第 9グループ 

草 加 松 原 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  

そこで私達草加松原ロータリークラブは、今年度の
クラブテーマを「新しい一歩を共に踏み出そう」という
事にさせていただきました。こちらは昨年度設立 5 周
年を終え一つの節目を終わらせた私達が、さらに 10
周年に向けて会員の皆様と一緒に新しい活動を始め
ましょうという対内的な意味と対外的に関係諸団体の
方、地域の皆様に向けて、一緒に活動を続けていきま
しょう。また、我々の仲間として草加松原ＲＣに入り一
緒に奉仕の理念を掲げ、活動していきましょうと声
高々に発信をしていく年にしたいと言う意味を込めて
テーマを掲げさせていただきました。今まで続けてきま
した社会奉仕「黄色いハンカチ運動や光輪の家との餅
つき大会」など今まで執り行ってきた活動はそのまま
継続させていただきながら、一昨年より始めさせてい
ただきましたフィリピンへの国際奉仕をさらに一歩深
めた形で模索するべく、昨年度支援させていただきま
したフィリピンのマリキーナイーストＲＣとの友好関係
を築いていきたく、新しいことも考えております。その
他にも環境マップの作製など植樹を取り入れた新たな
奉仕活動も行っていく予定でございます。盛沢山な 1
年となることとは思いますけど今年 1 年会員の皆様と
手に手を取り合い、変化をもたらすために、新しいこと
に挑戦していきたいと思っております。何卒皆様方の
ご協力を宜しくお願いしたいと思います。 

我々クラブより佐々木ガバナー補佐が地区に出向
をされております。クラブを上げてバックアップをしてい
きたいと思っておりますので、 
皆様には重ね重ねご協力を 
お願いし、挨拶とさせていただき 
ます。 
ありがとうございました。 

２０１７‐１８年度 国際ロータリーテーマ 

ロ ー タ リ ー ； 変 化 を も た ら す 
 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘         幹事報告 
ロータリーソング    委員会報告 
四つのテスト          ＳＡＡ報告 
お客様紹介         出席報告 
会長挨拶         閉会点鐘 

   誕生祝・結婚祝 スピーチ 
     

 
 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９グループガバナー補佐  佐々木一男 様補佐幹事  二階堂祐司 様 

                          皆さんこんばんは、何となくまだ足が地についていないような雰囲気でございます
が、こうして皆様方と顔をあわせるのもことに新鮮味を感じます。只今ごしょうかいい
ただきましたが国際ロータリー第 2770 地区第９グループガバナー補佐を務めます
佐々木でございます。先ほど富永会長からお話がありましたように今年１年私も第９
グループのためにそして２７７０地区のために誠心誠意努めていきたいと思 

っております。その応援して下さる方が補佐幹事の二階堂さんでございます。今年の第９グループは、かなりフレッシュな
会長幹事が揃いました。補佐幹事の二階堂さんもフレッシュでございますので、私もフレッシュな気持ちで１年を務めさせ
ていただけるのかなという思いがいたします。 
 今年のＲＩのテーマは先ほど会長からありましたが「ロータリー；変化をもたらす」ロータリーが立ち上がって１２６年が過
ぎました。そして世界の情勢も変わりました。我々ロータリアンにとって変化をもたらすという事は、世界をもっと平和な国
そして環境に恵まれた地球でなければなりません。ＲＩ会長は是非とも地球温暖化、生物の撲滅を無くそうとそれには１２
１万人もロータリアンが一人１本の植樹をしよう、そしてクラブで、グループで相談して植樹をして地球温暖化を防ごうで
はないか、環境はその人間を豊かなものにするという事でございますそれによって我々ロータリアン一番望む世界平和
につながるものと話されております。 

２７７０地区には現在２６３６名のロータリアンがいらっしゃいます。今年は２８６名の会員増強が打ち出されました。この
席をお借りしまして会員の皆様には会員増強にお力を入れていただきながら「新たな行動、新たな感動」の地区方針そし
て「ロータリー：変化をもたらす」のＲＩ方針を基に１年間頑張って行きたいと思います。どうぞ草加松原ＲＣ会員の皆様を
はじめ令夫人の皆様にも大きなお力添えをいただきながら１年間を過ごしていきたいと思います。一生懸命頑張ります。
宜しくお願い致します。本日はおめでとうございました。 

八潮ＲＣ  会長 瀬田秀樹 様  

                          皆様こんばんは、フレッシュ一番目の八潮ロータリークラブの瀬田でございます。
今年一年幹事を務めていただきます関さんですよろしくお願い致します。本日は草
加松原ロータリークラブの皆様、おめでとうございます。また、先だっての５周年記
念、大変素晴らしい式典に参加させていただきまして本当にありがとうございます。
本日は昼間に創立記念例会をさせていただきまして、佐々木ガバナー補佐、二階堂
ガバナー補佐幹事に富永会長・飯山幹事にもお越しいただきまして、大変 

おいそがしい中ありがとうございました。 
私は草加松原さんが５周年を迎えられたという事で、当時田中作次ＲＩ会長年度に加藤修三会長と長谷部幹事さん 

の創立の時に私はクラブ幹事をしておりまして、お邪魔させていただきそれから５年が過ぎたのですが加藤さんも長谷部
さんも全然お変わりなく、安心いたしました。帰って若返ったのかと思っております。先ほどと富永会長からお話がありま
したように６周年、かなりパワフルな富永会長と本当にお人柄の良い飯山幹事でございますのでクラブを盛り上げて行か
れるのではないかと思っております。佐々木ガバナー補佐を中心に我々も第９グループを盛り上げるためにもＩＭを大成
功に終わらせて佐々木ガバナー補佐を男として持ち上げたいと思っておりますので協力をしていきたいと思います。 

 幹事 関 信行 様 
こんばんは、幹事の関でございます。１年間宜しくお願い致します。 

草加中央ＲＣ  会長 須永賢治 様  

               皆様こんばんは、フレッシュ２号で草加中央ロータリークラブの会長を引き続き務めさせていただ 
きます須永でございます。今日は、草加松原ＲＣ第１回の例会という事で富永会長・飯山幹事のもとこ
のように盛大に行われますことにお祝いを申し上げたいと思います。また、昨年度会長でおられまし
た前長谷部会長・前木村幹事のお二人が羨ましいと思っておりまして、またすぐにご一緒できればと
思っております。 

 今年のＲＩ会長のテーマが「ロータリー：変化をもたらす」という事でございます。まさに私ども草加中央ロータリークラブ
は変化のど真ん中に下りまして、この荒波をいかに乗り越えていこうかと考えております。草加松原ＲＣさんは前年度５
周年という事で、５年前に草加ＲＣさんと草加ＥＲＣさんが一緒になり１+１が２ではなく３にも４にもなるような思いで出発を
された草加松原ＲＣさんを見習っていきたいと思っております。松原団地の駅が獨協大学前と駅名が変更になりましたけ
どその後にしっかりと「草加松原」という駅名に変わったという事はクラブの方が先見の明が５年前にあったことでこのク
ラブさんが獨協大学さんとコラボをするような事業も増えていくので花かと予想させていただいております。うちのクラブも
一緒になって何とか支えていただきたいと思っております。草加という町は事業者の数で言えば埼玉県内で５本の指に
入るくらい多いわけですからしっかりとしたクラブを作って活動していくことが草加の未来の発展につながっていくと考え
ております。日は決して消すことなく線香花火のようになっても輝いて最後その火が落ちたとしてもその火で導火線に火
をつけてまた夏の夜空に大輪を咲かせるというような形で草加中央ＲＣ頑張って行きたいと思っております。草加中央Ｒ
Ｃは私の父が特別代表で作ったクラブですので私がしっかりと次につなげていかなくてはいけないとの思いで今務めさせ
ていただいております。是非草加松原ＲＣの皆様にもこれからもご支援ご協力をいただきますことをお願いさせていただ
きましてごあいさつに代えさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月９日（日）ベルギーでの１年間の留学を終えて無事

帰国しました。富永会長と飯山幹事が成田空港で出迎

えました。 

八潮イブニングＲＣ  会長 北川賢一 様  

                          皆様こんばんは、本日は草加松原ＲＣ新年度初例会おめでとうございます。今年
度八潮ＥＲＣから会長として選出されました北川賢一でございます。そして幹事の小
林洋一でございます。私事ではございますが昨年度ガバナー補佐として草加松原Ｒ
Ｃさんにはご支援いただきましてありがとうございました。この席をお借りしてお礼申
し上げます。 

                       今年度は八潮ＥＲＣの会長として第９グループの佐々木ガバナー補佐とこの第９グ
ループのクラブを盛り上げて協力していきたいと思います。１年間宜しくお願い致します。 

 幹事 小林洋一 様 
 八潮イブニングＲＣ幹事の小林でございます。１年間宜しくお願い致します。 

八潮みらいＲＣ  会長 石塚恭央様    幹事 小林洋一 様 

                       皆様こんばんは、八潮みらいＲＣ会長を拝命いたしました石塚でございます。宜しくお願 
い致します。富永会長も初めてという事ですが、私も初めての会長という事で不安だらけ
のスタートになるのではないかという風に思いますが、佐々木ガバナー補佐や直前北川
ガバナー補佐、今は八潮イブニングＲＣ会長という事で心強く思い、間違えても良い気持
ちで今年１年間頑張って行こうと思っております。 
富永会長には、草加松原ＲＣからの佐々木ガバナー補佐という事で、第９グループ全体 

を盛り上げて、佐々木ガバナー補佐を男にしたいと思っておりますので今後ともご指導いただきまして、第９グループの
為にも八潮みらいＲＣとして力を注いでいきたいと思います。そして八潮みらいＲＣ幹事をしていただきます高橋洋一幹事
でございます。１年間宜しくお願い致します。 

公共イメージ・会員増強維持部門合同セミナー 

開催日   ７月８日（土） １３：００～ 

会場     ソニックシティ 市民ホール 

参加者    富永会長  

牛山会員増強維持部門委員長 

小泉公共イメージ部門委員長 

 

ロータリー財団奨学生について 

             長谷部健一会員 

 皆さんこんばんは、本当に 1 年間お世

話になりましたありがとうございました。

高野恭平さんが 2018-19 年度のロータリ

ー財団奨学生としてイギリスの方に行く

ことになりました。スポンサークラブにな

ったという事で私が推薦したこともあり高

野恭平さんのカウンセラーをすることに

なりました。7月8日（土）にソニックシティ

で「カウンセラーのつどい」がありますの

で出席してきたいと思います。 

またご報告させていただきます。 

Ayrianoff Noé 君について 

              瀬戸健一郎カウンセラー 
1 年間お世話になりましたノエ君、ベルギーからの留学生でありま

したけど、先日無事に帰国いたしました。本当に皆さんに温かく支

えていただきまして彼も最後は日本語が上手になり、こちらでの報

告も漢字を使って書けるようにもなりました。 

帰国直前にやっておりました剣道の昇級試験を受けまして見事 1

級に合格という事で非常に名誉な形で帰国することができました。 

 竹刀をどうやって持って帰ろうかと思案しましたが事前登録で半

額で預けに荷物として持ち帰ることができました。 

トランク 3 つに竹刀、別送で防具は送りますが、大きな荷物をかか

えて帰りました。今後連絡等がありました際にはまた報告させてい

ただきます。本当に 1 年間ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロフィール 
名前   福本孝昭 （ふくもと たかき） 

職業   証券業 

事業所  水戸証券株式会社 草加支店 支店長 

自宅   栃木県小山市 

家族   和恵夫人 瑠沙さん（長女） 瑠莉さん（次女）  

心優ちゃん・愛優ちゃん（お孫さん） 

趣味   映画鑑賞         紹介者  川井大輔会員 

 皆さんこんばんは、只今ご紹介 

いただきました福本でございます。 

川崎に変わりましていち早く慣れま 

すよう皆さんにご指導いただきまし 

て奉仕に努めたいと思っております。 

埼玉県久喜の出身でございまして 

高校の同級生草加にはたくさんおり 

ます。これも何かのご縁と思って 

おりますので宜しくお願い致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 4 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 34,000 円 累計 34,000 円 

7 月 4 日  出 席 報 告 

会員総数 39 出席 32 

出席免除  １ ＭＵ 2 

出席適用 38 出席率 89.47 

今後のプログラム 

7/18  クラブ協議会        レセプション 
7/25  クラブ協議会        レセプション 
8/1   誕生祝・結婚祝      レセプション 

幹事報告   飯山英彦 幹事 

皆さんこんばんは、本日はお客様にはご臨席いただ
きましてありがとうございました。本日八潮ＲＣの創立記
念例会に参加させていただきました。その中で大変印
象に残ったのですけど、米寿のお祝いをされている会員
の方が矍鑠とお話をされているのに感動を覚えました。 

私の方は１年間ご指導ご鞭撻をいただきながら草加
松原 RC の一助になればと会長を支えながら幹事を務
めていきたいと覆います。 

報告です。公共イメージ、会員増強維持合同セミナー
のご案内です。 

開催日   ７月８日（土） １３：００～ 
会場     ソニックシティ 市民ホール 
出席予定者  富永会長   

小泉公共イメージ部門委員長 
牛山会員増強部門委員長 

宜しくお願い致します。 
                          

瀬田 秀樹様  本日はおめでとうございます。富永会長・飯山幹事おめでとうございます。今年でおも宜しく
お願い致します。また、佐々木ガバナー補佐、第９Ｇを盛り上げていきましょう。 

関  信行様  本日は草加松原ＲＣの記念例会おめでとうございます。 
須永 賢治様  草加松原ＲＣの第一例会誠におめでとうございます。これからも草加市をお互い盛り上げて行

きましょう。 
北川賢一様・小林洋一様 新年度初例会おめでとうございます。共に頑張って行きましょう。 
石塚恭央様・高橋洋一様 草加松原ＲＣの皆様第一例会誠におめでとうございます。１年間第９Ｇを盛り上げて

行きましょう。 
富永  悟会長 佐々木ガバナー補佐を始めご来賓、お客様の皆様本日は誠にありがとうございました。皆様こ

れより１年間見捨てることなく宜しくお願いします。 
飯山 英彦幹事 第一例会、お客様の方々、ご臨席賜わり誠にありがとうございます。本年宜しくお願いします。 
会田小弥太会員 富永会長・飯山幹事１年間宜しくお願い致します。お客様ようこそ 
牛山 信康会員 駐車場で雨足が弱くなるかと待つこと２０分。 

嵐を呼ぶ男、トミナガサトルいよいよ登場ガンバレ 
大久保雄司会員 富永年度期待しています。 
大塚 嘉一会員 息子が運動会でリレーの選手に選ばれました。妻の遺伝子です。 
小笠原薫子会員 本日は富永会長・飯山幹事の年度の最初の例会です。お客様の皆様ようこそいらっしゃいまし

た。愛憎のお天気ですが、富永・飯山丸はどんな荒波にも負けません。世界一仲良しの草加松
原ＲＣで楽しいひとときをお過ごし下さい。 

勝浦 雅和会員 １年がんばります。 
加藤 修三会員 お客様ようこそ、富永会長・飯山幹事よろしく！長谷部会長年度ご苦労様でした。 
加藤 芳隆会員 富永会長・飯山幹事１年間宜しくお願いします。 
風間 利高会員 富永会長・飯山幹事頑張って下さい。応援しています。 
川井 大輔会員 第９グループ会長幹事の皆様、草加青年会議所の皆様ようこそ、佐々木ガバナー補佐・富永会

長・飯山幹事１年間お世話になります。福本会員入会歓迎いたします。 
河井 孝夫会員 お客様新年度初例会出席ありがとうございます。会員一同歓迎します。本年も宜しくお願いし

ます。 
木村 博行会員 「富永・飯山丸」の船出おめでとうございます。夜間運航だけでなく、充実した１年を送って

下さい。お客様の皆様ようこそ！！ 
佐々木一男会員 新年度、富永会長・飯山幹事出発です。1年間宜しくお願いします。 
篠宮 時雄会員 富永会長・飯山幹事新年度おめでとうございます。 
鈴木 英世会員 本日よりロータリーの１年が始まります。宜しくお願い致します。 
髙橋 通泰会員 佐々木ガバナー補佐、富永会長・飯山幹事１年ガンバッテ下さい。お客様ようこそ。 
高橋 昌夫会員 第一例会おめでとうございます。お客様ようこそ、今日七夕用の笹竹を切りに行ってきました。

今年は何をお願いするかは本日の例会が無事終わってから考えます。 
田川 富一会員 長谷部さん・木村さんお世話になりました。富永・飯山年度の船出を祝して 
田中 和郎会員 台風３号接近中、富永会長・飯山幹事の重量艦の無事出港です。がんばって下さい。 

お客様ようこそ 
中村 孝明会員 新年度楽しみにしております。 

長谷部健一会員 富永・飯山丸の船出をお祝い申し上げます。１年間お世話になりました。お客様ようこそお越

し下さいました。 

二階堂祐司会員 いよいよ富永・飯山年度の始まりです。見た目はゴツイですがフレッシュな二人です。みんな

で盛り上げましょう。 

森  勇一会員 富永会長いよいよスタートですね。たのしい１年でありますように・・・ 


