
  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◆ 会長あいさつ    富永 悟会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

８月８日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、昨日から今日にかけて台風が来

るのではないかとの情報がいろいろありました。台風で

被害を受けた地域の方々もいらっしゃいましたけど、こ

ちらの方は大きな被害もなく台風も過ぎ去ってもらえた

みたいで皆さん何よりと思われている事と思います。今

日は朝から現場に行き倒れそうなくらいに暑くなりまし

た。皆さんお体には十分気をつけて下さい。 

 日曜日に青少年奉仕部門セミナーが市民会館大宮で

行われました。大塚委員長といいやま幹事と 3 名で参

加させていただきました。このセミナーを持ちまして今年

度も部門セミナーは一通り終わりました。これから新しく

今年度の活動が始まっていくのだという気がしておりま

す。皆さん今年 1年間宜しくお願い致します。 

 昨日会長幹事会が行われました。暑気払いを兼ねて

行われたのですが、色々と議題が上がりました。 
 ＲＬＩ当クラブから 4名（森会長エレクト・飯山幹事・木村
会員・二階堂会員）登録の予定でしたが、申込者多数
のため森会長エレクト 1名のみの参加になります。予定
されていた方、申し訳ございません。次回、ＲＬＩ第 2 回
目は、早めに登録をしたいと思いますので宜しくお願い
致します。 

2018 年トロントで行われます国際大会の登録が開始さ

れたとの話がございました。皆さん振るってご参加下さ

いとご案内がございました。 

日韓 30周年記念式典について、こちらの登録、草加 

第２５２回 例会 ８月２２日 草加市文化会館          
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幹事 飯山 英彦 

会 長：富 永   悟 
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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  

 松原からは 5名、八潮みらい RC さんは 11名、第 9
グループからは合計で 18 名参加とのことです。こちら
も帰国後に報告をさせていただきたいと思います。 
 青少年交換留学生の受け入れいついて、地区のほ
うでは次年度も受け入れを決定したという事です。 
 2019-20 年のガバナー補佐の推薦についてという事
で次々年度の事ですが八潮みらいＲＣから選出すると
いう事を会長幹事会で決定をさせていただきました。 
 地区大会ポリオ撲滅ゴルフ大会については幹事か
ら後ほどご案内があります。地区大会については、11
月 12日埼玉文化センターで行わせていただきます。 
 第 9・10Ｇのゴルフ大会は 4 月 19 日、フレンドシップ
ゴルフクラブで行われるという事ですが、詳細は後ほ
どお知らせいたします。 
 その他にも色々ありましたが八潮ＥＲＣさんは公式
訪問が終わったという事で 31年を迎えるにあたって最
速の公式訪問が終わりましたと北川会長は 1 年が終
わったとの安堵の表情に対し、我々は 11 月になりま
すのでこれから準備を進めていきたいと思います。八
潮ＥＲＣさんは 25 名中 21 名の出席という事で大貫ガ
バナーも大変喜ばれていたとの報告もありました。 
 第 9Ｇで記念植樹をさせていただくとのお知らせは以
前させていただいたと思いますが、柿木町にあります
「そよ風の森」に植樹をさせていただきました、明日セ
レモニーの予定です 
 グループとしても今年度の活動が活発に始まり出し
ております。本日もセミナーにご参加いただきました方
の報告よろしくお願い致します。 

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 
セミナー報告（米山記念奨学部門） 

青少年交換留学生 安藤海翔君帰国報告 

 
 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奉仕プロジェクト部門        川井大輔委員長 

皆さんこんばんは、奉仕プロジェクト部門に付きましては、職業奉仕部門・社会奉仕部門・国際奉仕部門のセミ

ナーが行われ、大変多くの方が参加されました。最初に地区研修リーダーの三国パストガバナーがロータリーの

生業、1905年にポールハリスを中心に 4人のシカゴの経済人で結成、経済的に困窮しているシカゴで 4人が集ま

ってお互いに商売しようという事がそもそもロータリーのスタートなのです。ですから職業奉仕がロータリーのスタ

ートです。翌年にシカゴのロータリーが正式に出来て定款を作ったわけですが、その時の定款はお互いに金儲け

をしようという事と、お互いに親睦を高めようとの二つだけなのです。今でいう社会奉仕や国際奉仕など社会のた

めに役立とうなどという事は一切なかったのです。それがロータリーのスタートなのです。その後 10 年近く経ち、

金儲けだけではつまらないとシカゴの街に公衆トイレを作ったことが社会奉仕のスタートです。 

職業奉仕が原点で社会奉仕ができ、国際奉仕ができた系列があるわけです。職業奉仕がロータリーの原点です

から職業人の集まりで尚且つ道徳観のある選ばれた方がロータリーに入って来た経緯があります。 

 以前もお話ししたかと思いますが、最近は 1業種 1社ではなく 50人以下のクラブは 1業種 5人まで入会ができ

る。ロータリー歴の長い方はそれでよいのとの不満はあるようです。以上が研修リーダーの三国パストガバナー

が言われております。 

 飯山英彦幹事 

 基調講演で 2つほど印象に残るものがございました「がんばって福島 200万人笑顔応援プロジェクト」福島に支

援されるという事で、一般的にテレビに出られている方が支援されると支援の輪が広がるということを話されてい

ました。Ｊリーグの監督を呼んで選手にも声をかけてもらい支援してもらったら大きく輪が広がった。支援の方法と

してのヒントになったと感銘を受けたところです。 

 「私の海外奉仕」という事で話された方がいらっしゃいました。この方はもともとロータリアンでしたがロータリー

を辞められて、自分自身で海外奉仕、小学校を作られた、自宅も海外に建てられ生活されてという講演でした。

非常に印象に残る講演で、児童に対して日本では報道されていないような暗の部分に光を当てて支援されてい

る基調講演でした。人手が足りないから幼児も労働力に頼らざるを得ない現実がある。子ども達が働くという事断

ち切ってあげたい、勉強させてあげたいとの話もされていました。 

 私が参加させていただいたのは職業奉仕部門、内容については川井さんが話されたので割愛させていただき

ます。 

 

管理運営部門  河井孝夫委員長 

 皆さんこんばんは、先日行われた管理運営部門の基調講演の事をお話ししたいと思います。昨年度のガバナ

ーの浅水パストガバナーが話されました。管理運営部門は足腰の強いクラブを作ったり、クラブ研修リーダーを中

心に会員に対しする研修のやり方を常に工夫したりすることが管理運営部門でございます。内容については、戦

略計画の立案、実現の過程が明確になっている。会則が整理されている。クラブの特徴起承転結に表されてい

る。クラブ研修リーダーを中心に研修のやり方としては、研修を受ける側が主役になるように研修が正しく行われ

れば研修に効果がある。ディスカッション方式で親睦旅行・新人歓迎会・夜間例会、本日予定されている歓迎会と

同じようなものですね！このようなものを大事にするという事です。 

 研修の担当委員会を決めて行う。奉仕活動の計画を立案して実行するまでの過程を全員で楽しむ！というよう

なことでございます。あとは規定審議会の委員会に提出する文言を実践的に例会で検討していく事！ 

 管理運営部門の活動方針についてもクラブ活性化・研修リーダーを中心とした会員研修、ＲＬＩなどに参加して

勉強していただく、これはロータリーの基本部分でございますので、資料などコピーして皆さんと勉強したいと思

います。ここで話しただけでは理解できないこともあると思いますので、後ほど資料を配布し、勉強会の例会を持

つことによって管理運営部門について理解をしていただけるような例会を持つことによって皆さんが草加松原ＲＣ

の会員は基本の沿った素晴らしい会員であると言われるようにしたいと思っております。宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

米山奨学生  锡林高娃さん 

皆さんこんばんは、先週虫歯の治療で例会を欠席としまいまして、大変申し訳ございませんでした。学校

はもう夏休みに入っていますが、私は通常のときと変わりなく、毎日資料集めや論文作成などに追われま

して、忙しい日々を過ごしています。私の大学院生活は今年で 5年目になりますが、少しでも早く大学院

生活を終わらせて就職したいという思いで頑張っているつもりです。 

この間の例会でもお話ししましたが、学位請求論文を提出前に、中間 

評価論文を提出する必要があります。中間評価論文が合格となりました 

ら、学位請求論文を提出してよいということになりますが、残念ながら 

今回提出しました中間評価論文の結果が不合格となりました。 

そして、今年の 11月に中間評価論文を再提出することになりました。 

そのため、今の私の状況は厳しいものとなっていますが、学位を取る 

ために最後の最後まで頑張っていきたいと思っております。 

これからもどうぞよろしくお願いします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富永 悟会長 
 先ほど飯山幹事の報告にありましたように式典があり、3 名の基調講演の後、社会奉仕・職業奉仕・国際奉仕の

３つのセッションにわかれまして各セッションより詳細なセミナーが行われました。私は社会奉仕部門に参加させて

いただきました。今年はＲＩ会長が一人１本の植樹と強く打ち出しているので地区としても是非とも実行させていき

たいという強い意志を表明されていましたがこれは、ただ植えればよいという事ではないので、植えた後の手入れ

などいろいろと手もかかることがあるという事なので、その辺は各クラブにお任せいたしますので一人１本が無理

であればクラブで１本記念植樹をしてその後の管理もしていただければ有難いとの話がありました。 

 もう１点は、ブライダル委員会、草加松原ＲＣとしては、ブライダル委員会は設立していないのですが窓口として

飯山幹事が担当していただいております。 

地区では現在は少しマンネリ化に入ってしまっている。ロータリアンやお身内で結婚されてない方に出会いの場

を設けて新たな活力にしたいという委員会なのですが、登録されている方が同じで増えていかないので広がってい

かない、各クラブで結婚に意欲があるのだけれどという方がいれば委員会に登録を促してほしいとの話がございま

した。 

国際奉仕部門には瀬戸委員長が参加されていましたが本日は欠席ですが、会議が終わった後に話したことで、

今回草加松原ＲＣは海外特別枠の補助金申請についてなぜ漏れてしまったのかについて手をあげて意見を言っ

たそうです。喧々諤々話はさせてもらったという事で内容については瀬戸委員長から後ほど時間を設けてお話しい

ただきたいと思いますが、地区としては我々のクラブは国際奉仕、今年で３年目という事で特別枠は１年だけ設け

たプロジェクトという事で今までに海外に奉仕に出向いたことがないクラブに優先的に使ってもらいたいとの当初か

らの趣旨があったので申し訳ないというような話でした。 

今年度はマリキーナイーストＲＣにフィリピンの小学校に奉仕に行く予定を組んでおりますので地区のお金を使

わずに自分たちのお金でやるプロジェクトに変更しておりますので是非とも皆さんにご参加していただき国際奉仕

をしていかれればと思っております。 

マリキーナイーストとの話がなかなか難しいので８月２５日～２８日でマリキーナイーストの例会に合わせて飯山

幹事と行き、１０月の実際の奉仕について地区に頼らずに自分たちで１から企画をしていきますのでその際は皆さ

んに賛同していただきたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

ロータリー財団部門   小笠原薫子委員長 
 ７月１５日に富永会長と共にセミナーに行った際の資料の抜粋でございます。私事で恐縮ですが、草加松原ＲＣ

に入会させていただき２年程経ち、その前のクラブにいた期間を含めて４年ほどですが、ロータリー財団の事は何

も知らなかった。私の中でロータリーは毎週皆さんとお会いして、寄付をしていれば自動的お金を配分して良いこと

に役立っているのではないかと恥ずかしながら認識がなくて、今回ロータリー財団のセミナーに出させていただき、

何も知らないので期待をして行きました。 

 資料１枚目は長く在籍している方には釈迦に説法で恐縮ですが一応表書きでつけてみました。私も改めてこれを

見て賛同しました。 

 ロータリー財団の寄付ですが、３種類ある事を改めて知りました。１番目の年次寄付は何で３年後、決まりなのか

なと思っておりましたが、資金を運用して増やすためという事も初めて学んだような状況でした。 

「ロータリー財団寄付シェアシステムについて」を図でわかりやすく、半分は国際大段活動資金、半分は地区の方

に配分されてどのように使われているか書かれていたので仕組みについても勉強することができました。 

 次にポリオプラスについてですが、現パキスタン２名・アフガニスタン４名、合計で６名いるという事ですが、０にす

ることには時間がかかる。減らすことはできるが０にする事はむずかしいという事を伺ってきました。 

生ワクチンと不活化ワクチンがあるという事も私は知らなかったのですが、お子さんの写真で口にワクチンを入れ

るのを見たことがあったのでポリオのワクチンの口から摂取すると思っていたのですが、それは安い（１５０円）とい

うメリットもあるのですが、デメリットとしてはワクチンを飲んだ人や周りの人にポリオの発症の可能性がある。不活

化ワクチンはワクチン接種によるポリオ感染がないが、デメリットとしては、注射による接種が必要で値段も高い

（5,000円）という事でまだまだ寄付は必要と改めて学んできました。 

 また、地区補助金、グローバル補助金についても改めて勉強してまいりました。先ほど富永会長からもお話があ

りましたけど、草加松原ＲＣの今年度の地区補助金の使い道の方は草加環境マップ作成と植樹を行うということな

ので支援していきたいと思います。 

 最後に会場に小学生の子が 2 名来ており、そのうちの一人の子が書いた原稿が紹介されておりましたので記事

を付けて見ました。当日は全文を紹介するのではなく内容をかいつまんでスピーチしていただいたのですが、聞き

取りやすい英語で資料には原文が載っていましたが素直でかっちりとした文法で真面目な方だと感じました。なぜ

この和訳のコピーをつけたかと申しますと最後のページを見ていただければと思いますが、この論文を翻訳したの

が今ソルボンヌ大学に留学しています大谷さんに依頼した際に即答で引き受けて下さったという事、草加松原で応

援している奨学生が活躍しているという事がとてもうれしくて載せて見ました。お時間のある時に読んでいただけれ

ばと思います。縁あってロータリーに入れていただき、僅かながらでも寄付をしていることの善意が役に立っている

かを知ることができ、私にとっては有意義なでした参加させていただき感謝しています。ありがとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 8 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 21,000 円 累計 136,500 円 

8 月 8 日  出 席 報 告 

会員総数 40 出席 19 

出席免除  7 ＭＵ 6 

出席適用 33 出席率 75.76 

今後のプログラム 
8/29  暑気払い例会        シュガーヒル 
     ご家族の皆様もご参加ください 
9/5   誕生祝・結婚祝 スピーチ レセプション 
9/12  卓話「ロータリーの友について 

レセプション 
 

幹事報告   飯山英彦 幹事 

皆さんこんばんは、幹事報告です。３点あります。 

＊今日の例会終了後、平城苑で歓迎会を行ないますの

でご移動していただければと思います。 

＊地区大会、11月 12日、南浦和にあります埼玉文化セ

ンターで行われます。全員登録になっております。詳

細は決まり次第お知らせいたします。 

＊ロータリーの友からのお知らせとお願い 

  外国のロータリークラブでメーキャプされた経験があ

る方がいらっしゃれば是非とも寄稿して下さい。又地

区大会に参加された経験のある方の情報もいただき

たいという事でございます。 

 

 

 

 

富永  悟会長 一昨日の青少年奉仕部門セミナーをもって本年度のセミナーが一通り終わりました。 
皆様本年度の活動を宜しくお願い致します。 

飯山 英彦幹事 セミナー報告よろしくお願い致します。 
牛山 信康会員 台風一過、夕方小雨が降り、東の空にきれいな紅が見えました。 

左岸広場から見上げた光景はなかなか絶景でした。 
小笠原薫子会員 訳あって連続 65 時間くらい眠らなかった(横にならなかった)ところ、突然腰から「ミシミ

シ・バキバキ」という音がし、急に腰に違和感が・・・2 日間くらい腰にシップをしてヒョ
コヒョコ歩いていました。（それで前回の例会は欠席しました）腰も悲鳴をあげるものなん
ですネ！今日もよろしくお願い致します。 

川井 大輔会員 夏の甲子園高校野球大会が開幕しました。大阪に勤務中、毎年準々決勝時に会社で休暇をと
り 1日甲子園で応援しました。 

河井 孝夫会員 台風がうろうろしていて明日は暑い夏が来るそうです。セミナー報告よろしく 
風間 利高会員 ご無沙汰しております。まだ札があって良かったです。不良会員ですが宜しくお願い致しし

ます。 
加藤 芳隆会員 長女と孫三人で賑やかな夏休みが終わり昨日帰りましたので、また二人になりました。 

寂しく元の生活に戻りました。 
木村 博行会員 台風一過、暑い夏が戻ってきそうですね。もうすぐ夏休みですがすでに息切れぎみです。 

皆さんがんばりましょう！ 
鈴木 秀世会員 いつもお世話になっております。毎日暑い日が続きますがガンバリましょう。 
髙橋 通泰会員 関東地方は台風の被害がなくて良かったですね。 
高橋 昌夫会員 迷惑な台風でしたね。迷走を続けるのも気象の異常のせいなのでしょうか。 
田中 和郎会員 今日から夏の高校野球が甲子園で開幕しました。入場行進はいつ見ても感動します。 
長谷部健一会員 奉仕プロジェクト部門委員長の川井大輔さん、管理運営部門委員長の河井孝夫さん、お二人

の報告よろしくお願いします。福本さん・来栖さんの歓迎会も楽しみにしています。 

二階堂祐司会員 草加ロードレースから走っていなかったので昨日体重を測ったら 3Ｋ以上も増えていまし
た。道理でシャツがきついと思っていました。でも体脂肪は 17％だったので筋肉かな？ 

山崎 秀美会員 奉仕プロジェクト部門・管理運営部門報告ありがとうございます。 
福本 孝昭会員 歓迎会本当にありがとうございます。これからも宜しくお願い致します。 

来栖 勝幸会員 毎日暑くてヘトヘトです。お盆休み 8/11～8/17ゆっくりします。 

 

 

誕生祝 ８月２３日  小笠原薫子会員 

 

 8月 23日に誕生日を迎える予定です。少し大人になったかなと
感じたことが先日ありましたので少し自己アピールさせていただ
きます。 
 暫くゴルフをお休みしたいましたがロータリーのゴルフで復帰し
ました。先日田中さん・会田さん・篠宮さんに連れて行ってもらい
ましたがその日は暑い日でヘトヘトになり、ＯＢに池ポチャ・バン
カー、いつもならこれで終わったと心の中で思ったのですが、そ
の後崩れて終りになりますが、アドバイスを受けどうにかそのホ
ールが通り、前が詰まっていたので休憩する時間があったので
みんなでかき氷を食べた後、皆さんは体が冷えたと言っていまし
たが、私は体の他に頭も冷え、その後、いつもよりは叩かずに終
った。いただいたアドバイスと一息ついたらとの温かい気遣いで
大人の対応になって我慢することを覚えたのかもしれないと自画
自賛ですが年をとった買いもあると思っています。ありがとうござ
いました。 


