
 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆ 会長あいさつ  森 勇一会長エレクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

９月５日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、会長エレクトの森でございます。 

さる８月３０日金曜日にロータリーリーダーシップ研究

会（ＲＬＩ）に参加してきました。私にとっては非常に辛い

１日でした。まず、「森さん奉仕の理念とは何ですか？」

と質問を浴びせられました。「奉仕はいくつあります

か？」「何が奉仕か言ってみてください」と言われ、わか

らないのです。入会して何年目ですか？などと言われま

した。皆さん奉仕の理念、今ロータリー目的で「ロータリ

ーの目的は意義ある事業の・・・・・・・これを育むことに

ある」皆さんご存知ですよね！改めて聞くまでもないで

すよね、大変失礼な質問をしてしまいました。 

私はいろいろと調べました。奉仕の理念とは何か！

ネットなど色々調べましたがなかなか解説しているもの

がなくて、私なりに色々な調べました。ＲＬＩは 3 回の研

修で、ガバナーの名前を憶えてきなさいやクラブの会員

数や出席率などの宿題を出されました。富永会長に電

話を入れて伺いました。そんな会で「努力して到達すべ

き最高の目標は自己を捨てて他人のために全力を尽く

す事である」この自己を捨てて他人のために全力を尽く

す事である。見返りを求めない奉仕！これが私が考え

る奉仕の理念だと言うように解釈してその日は帰ってま

いりました。もし間違っていることがございましたら諸先

輩方、教えていただければと思います。 

 

第２５５回 例会 ９月１２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  

それから私は国際ロータリークラブの会員なのでし

ょうか？皆さん国際ロータリークラブの会員ですか？

違うのです。聞かれて、私も会員ですと手をあげまし

たら、違いますと言われました。「所属しているクラブ

が会員なのです。あなた個人は会員ではありませ

ん！」渡邊和良パストガバナーから厳しく色々なことを

教えていただきました。勉強することが沢山あるなと

思いました。ロータリーの仕組みを勉強しないと何が

何だかわからない、基本的なことを勉強しないと会話

の中に入っていかれないと思いました。このセミナー

は丸 1 日で最初は辛かったのですが、最初に恥をか

いてこれで逃げ出さないで、とにかく勉強するとの気

持ちで今徹底的にロータリーの基本的なことを勉強し

ています。一生懸命やりますのでこれからも宜しくお

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 

  卓話「ロータリーの友について」 
 地区ロータリーの友委員 星野時夫様 

 
 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 ９月１４日    大久保雄司会員 

髙橋さんより１２年上の大久保です。間もな

く８０歳になります。私より上の田川さん、３ヵ

月上です。ロータリーに入ったのも彼の方が

数カ月早いです。たしは４２．３歳で入ったと思

います。人生の半分くらいはロータリーにいる

という事になります。入った時は草加の錚々

たる人たちばかりでビビりましたけど、今だっ

て錚々たる皆さんですが、私が生まれた時に

は日中戦争が始まった年、数年後に太平洋

戦争になった。私が入った時の方々はその実

戦を経験してきた人たちが結構いらっしゃっ

た。人生の経験が違うと感じました。それでロ

ータリーが面白いな～と思ったのは、分け隔

てなし！森エレクトはご苦労されているようで

すが、入ってすぐに色々な役わりを任命され

て、昔は会員が８０名くらいと大勢いましたか

ら、副幹事という役があって、何をするかと言

うと、理事会の書記、みんな活発に意見を出

し合い、議事録どうかこうかと思ったこともあり

ました。面白いな～と思いつつ４０年が過ぎて

しまいました。古い話をしましたが、今言わな

いと、言う機会がなくなると思い、ちょっと話し

ました。ありがとうございました。 

 

誕生祝 ９月２３日     二階堂祐司会員 

皆さんこんばんは、お誕生祝をいただきましてありがとう

ございます。私は２８日で５８歳になります。 

この中で見ると若い方だと思うのですが、年々体力が落

ちたな、物忘れがひどくなったな、とか歌を歌っても声が出

なくなり、カラオケに行っても楽しくないな～、それから何と

いっても涙もろくなったなどと感じます。先日２４時間テレビ

を観ていて、最後にブルゾンちえみがガンバって・ガンバっ

てゴールしたのを観ていて、森さんもわかると思いますが、

本当に足が痛くて、足が上がらなくなるのにあんなに頑張

った姿に涙が出てしまい、年をとったのだな～と、あと去年

の話ですが、息子がうちの会社に入ってくれまして、仕事

以外の事で息子と諍いになりました。手を出すつもりはな

かったのですが胸をポンとしたらエキサイトしまして私も自

信はあったのですが、息子は１１０K と小兵力士くらいあり

取っ組み合いになり全然かなわなくて体が浮いてしまい、

若い人と喧嘩はしてはダメだと思いました。術後で体力的

にも不利だったのですがリベンジしようかとも思いましたが

もう無理ですね！ 

私より髙橋会員が１０歳上で、一回り上に大久保会員が

いらっしゃるという、そのお年まで筋トレできるかなと思いま

した。どうもありがとうございました。 

 

 

 

誕生祝 ９月１１日     森 勇一会員 

まずは、会田さん祝賀会の日は伺えなくて

本当におめでとうございます。今上天皇、明

仁さんから最後の受勲になるのではないでし

ょうか、明治維新からちょうど１５０周年になる

ようですね。本当におめでとうございます。 

今日はワインありがとうございました。 

誕生祝 ９月１１日     髙橋通泰会員 

皆さんこんばんは、今月１１日が私の誕生日です。６８歳

になります。人生振り返ると早いものですね！自分で６８

歳、こんな年になると思わなかったです。私の一回りくらい

上の大久保先生を見ると若いな～、大久保先生みたいに

若々しくいられるかな～と思います。 

去年膝に水がたまり、痛い思いをして、松本先生の所に

通ったのですけど、このところ、また左ひざに水が溜まった

ようで痛くなってきたのでまた松本先生の所に行かなくて

はと思っています。あと１０年今の体力を維持できるかどう

か考えてしまう今日この頃です。ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年奉仕部門セミナーについて     

大塚嘉一会員 

 青少年奉仕部門、4月のセミナーは行かれなくて、かな

り厚い資料をいただきました。8 月には大宮で実際に経

験した子ども達の体験談などを話す報告会があり、とて

も感動しました。今の子どもは凄いですね、中学生くらい

でプレゼンテーションができるなんてすばらしいですね！

外国に行って体験しパソコンを使いこなして本当に感動

しました。昨年は米山奨学生と大学生で今年はより遠い

未来の担い手をお世話するなんて責任重大だと思って

おります。 

 その際に埼玉県警の方も来ていて、今子供が置かれ

ている状況が現在は危機的という事をわかりやすく話し

てくれました。子ども達の置かれている状況を理解しても

らったうえで、ロータリーとして支援していこうという主催

者の考えなんだと理解しました。 

少しづつ勉強してやっていきたいと思います。宜しくお願

い致します。 

 

 

米山奨学生 锡林高娃さん 

こんばんは、9 月 2 日先週の土曜日に奨学生が参加しています合同委員会に参加してきました。今回は奨

学生に関しては主に 9月 17に行われる奉仕活動について、卓話などについて話されました。 

9 月 17 に行われる奉仕活動ですが、奨学生は主に二つのグループに分かれて活動することになりました。

一つは歌、ダンス、踊りなどのグループ、もう一つは民族衣装のグループです。私は、モンゴル民族衣装をき

て簡単に衣装の特徴などを説明したり、あとはお手伝いをしたり 

などのかたちで参加させていただきます。 

卓話に関しては、積極的に参加してくださいと言われました。 

私の場合はパワーポイントもまだ作ってないですが、これから 

早く作って、どこのクラブに行って発表するかが決まりましたら、 

また報告させていただきます。 

また、奨学生は 9月と 2月にレーポトを提出しますが、今回は 

9月末までということですので、書き終わりましたら、カウンセラー 

にみていただいて、遅れないように提出させていただきます。 

ありがとうございます。 

 

結婚祝 ９月８日     飯山英彦幹事 

結婚祝いという事で私は２６歳の時に結婚しまし

た。今年で２５周年です。銀婚式ですか、盛大に迎

えるわけにはいかないのですが、こじんまりと迎えよ

うと思っています。 

シェラトンホテルでキャンペーンをやっていまして

７０％offで、￥30,000の所が￥9,000 くらいで泊まれ

る。先ほどネットで見ました。これ誰が泊まるのかな

と思っていましたが、いいなと思い、帰ったら予約し

たいと思います。泊まりはしませんが食事に行きた

いと思います。 

銀婚式を楽しんで来たいと思います。ありがとうご

ざいました。 

 

結婚祝 ９月２３日     田中和郎会員 

こんばんは、結婚祝ありがとうございました。私の

子ども達は誕生祝しかしてくれないのでロータリーで

していただくのが唯一です。 

先ほどの二階堂さんは 9月 23日が誕生日でした

が、私は 9月 23日が結婚記念日ですが大体が休み

です。閏年のときもありますが、休みなので出かけ

ることも多く、届けていただいても留守にしてしまい

翌日という事もありますが、楽しみにしています。あ

りがとうございました。 

フィリピン マリキーナイーストＲＣ例会訪問 

 8 月 25 日～２８日の日程で今年度の国際奉仕

事業の打ち合わせのために富永会長と飯山幹事

がマリキーナイーストＲＣ例会に参加をされまし

た。大歓迎で迎えられ、手作りの点鐘をおみやげ

にいただきました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月５日 ニコニコＢＯＸ 

金額 25,000 円 累計 178,500 円 

９月５日  出 席 報 告 

会員総数 40 出席 20 

出席免除  5 ＭＵ 3 

出席適用 35 出席率 65.71 

今後のプログラム 
9/19  草加環境マップについて   レセプション 
9/26  卓話 草加市教育委員会  レセプション 
         高木宏幸教育長 
10/3  誕生祝・結婚祝 スピーチ  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。 

9 月 2 日に当クラブがスポンサークラブで

2018-19 財団奨学生として合格した高野恭平の

オリエンテーションに出席してまいりました。この

方はドクターで「子どもが早く亡くなってしまう事

にたいしての予防治療を学んでそれを活かして

いきたい」という事を研究、元草加市立病院で産

婦人科医をされていた方で、その他にお二人い

らっしゃいましたが今回は 3 名ともドクターと言っ

ていました。お 1人は精神科医でもう一人は今オ

ーストラリアのＩＣＵのドクターです。 

3 人に課されたのは英語でスピーチして下さい

という事で聞いている私は、専門用語が多くて何

を言っているかわからなく、理解に苦しみました

が端々でシンプルな英語でスピーチしていただい

ていたので何となくわかりました。 

 高野さんは、今月修士論文提出があるそうでそ

れが終わりましたら例会に来て下さるとのことで

した。 

 

富永  悟会長 誕生祝・結婚祝いの皆様おめでとうございます。 
会田小弥太会員 皆様ご無沙汰しております。欠席が続き誠に申し訳ありません。宜しくお願い致します。 
牛山 信康会員 9 月 3 日、草加松原ロータリークラブ杯バレーボール大会開会式に行ってきました。スポー

ツをやる人の表情は生き生きとして、体つきもぴちぴちして清々しいものでした。私達もた
くさん出席して皆さんと一緒にスポーツを支援していきましょう。 

大久保雄司会員 誕生祝ありがとうございます。 
大塚 嘉一会員 日曜日に弁護士会の研修で熱海に行ってきました。人手も多く復活したのを実感しました。 
川井 大輔会員 北朝鮮の暴挙には困ったものです。国際政治の正念場では？ 
河井 孝夫会員 結婚祝・誕生祝の皆様おめでとうございます。 
勝浦 雅和会員 9月生まれの皆様、結婚記念日の皆様おめでとうございます。 
篠宮 時雄会員 誕生日・結婚記念日、おめでとうございます。 
鈴木 秀世会員 誕生祝・結婚祝いの皆様おめでとうございます。 
関   洋会員 ８/２８～８/３１休みをとり北アルプス奥穂高岳へ行って来ました。登頂いたしました。 
髙橋 通泰会員 誕生祝ありがとうございます。 
高橋 昌夫会員 今日から職業体験で中学生が来ています。教育実習生も来ているのでいつにもましてにぎや

かです。 
田中 和郎会員 結婚祝ありがとうございます。 
二階堂祐司会員 本日は誕生祝をいただきありがとうございます。 
森  勇一会員 本日はお誕生日を祝ってくださいましてありがとうございます。８/３０RLI出席してまいり

ました。とても勉強になりました。世の中こんなに知らないことがあるとは・・・ 
山崎 秀美会員 結婚祝・たんア上祝いの皆様おめでとうございます。 
福本 孝昭会員 季節の変わり目ですね。体には十分注意しましょう。 
 

富永 悟会長 

 皆さんこんばんは、本日は遅刻してしまい申し訳ござ

いませんでした。百代橋の信号、右折レーンに入ったと

ころでエンジンが止まってしまいまして、どこが壊れたの

かとあわくって、外に出て交通整理をしていましたら、鈴

木会員に合いまして遅刻しますと言って下さいとお願い

しましたら皆さんを連れて来て下さりありがとうございま

した。交通整理をしていたところ、作業員の方を載せた

車から降りてきて圧して下さり松原自動車の駐車場に移

動することができ、よくよく見ましたらただのガス欠と分

かり、うちの若い衆にガソリンを持って来てもらいました

が、常日頃から色々点検をしておかなくてはいけないと

の戒めをうけ、心を引き締めたいと思いました。 

 9 月 3 日（日）草加市バレーボール協会の大会、草加

松原ロータリークラブで後援をしている、第５１回草加松

原ロータリークラブ杯ということで冠をつけさせていただ

いております。八潮や三郷などから参加のチームなど１

０チーム以上参加され賑やかな大会でした。皆さん大変

喜んで下さいました。これも一つの社会奉仕という事で

続けていかれればよいなと思いました。 

 ９月１６日は、我々の仲間の会田会員の「瑞宝単光章」

叙勲の祝賀会を開かれるという事で我々ロータリーもク

ラブをあげてお祝いにしたいと思っております。ご参加

の皆様宜しくお願い致します。 

 ９月２２日～２４日まで日韓親善会議に私と飯山幹事・

佐々木ガバナー補佐・会田会員・加藤会員の５名で行っ

てまいります。 

 これから９月は日韓親善会議、１０月はフィリピン国際

奉仕、１１月は公式訪問 

とすぐに１２月のクリスマ 

ス例会になってしまいそう 

に盛りだくさんでございます。 

皆さんどうぞお力添えを 

宜しくお願い 

致します。 

 

 

 

 


