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第２６５回 例会 １１月２１日 草加市文化会館
＊＊本日のプログラム ＊＊

会長 富永

悟
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幹事報告
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委員会報告
四つのテスト
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お客様紹介
出席報告
会長挨拶
閉会点鐘
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幹事 飯山 英彦

１１月７日の例会記録
◆ お客様
謝 振宇君
富永 悟会長

ロータリー学友
◆ 会長あいさつ

こんばんは、先日社会奉仕活動、「ふささら祭り」で黄
色いハンカチ運動をお手伝いいただきました皆様お疲
れ様でした。ありがとうございました。多くに皆様に出席
いただきまして有意義な活動ができたのではないかと
思っております。市を挙げてのお祭りですので皆様色々
な団体に重複をされておりますので色々な場面で活躍
をされていたのかと思っております。重ね重ねお疲れ様
でした。「ふささら祭り」本来私は、日光街道パレード部
会の委員長としてパレードについていなくてはいけなか
ったのですが、足の悪化で休ませていただきテントにお
りましたが、昨日は足が痛くて付けなくなり、今日は痛
み止めを飲んで来ましたのでボっとしていますので宜し
くお願い致します。
１１月は色々と日程が変わることがありますのでお知
らせいたします。１２日は地区大会がございます。１００%
登録になっておりますので１０時３０分に草加駅に集ま
っていただき皆さんと一緒に行きたいと思っております。
ただしこの日はいろいろなイベントが重なっております
草加市の福祉まつり、社会奉仕の一環で「黄色いハン
カチ運動」を行います。こちらは会田社会奉仕委員長が
先頭となってやっていただく予定でございます。またこ
の日は消防団の特別点検、街グル in そうか、川口法人
会まつりもあります。
そして１０：５０着の飛行機で先日訪問させていただき
ましたマリキーナイースト RC から１０名の方が来日され
すでに２名の方は到着されているようですが、こちらは

飯山幹事に出迎えに行っていただこうと思っていま
す。１２日は盛沢山なのですが宜しくお願い致します。
１４日は地区大会の振替の予定でしたがマリキーナイ
ースト RC の方は我々の例会に合わせて来日をされた
ので例会ではないのですが例会形式のセレモニーを
して歓迎会を開きたいと思っております。埼玉屋さん６
時３０分から行いたいと思っております本日出欠の確
認をさせていただきますので宜しくお願い致します。
１１月２７日（月）、本来は２８日（火）が例会日ですが
会場の都合により日にちが違いますが公式訪問が行
われます全員出席でガバナーをお迎えしたいと思い
ますのでご予定にいれていただきますようお願い致し
ます。

今後のプログラム
11/27
12/5

ガバナー公式訪問
第１会議室
誕生祝・結婚祝
レセプション
クラブ総会
12/12 卓話 野村ライフ&スポーツ(株) レセプション
林 快昌 様
11 月 7 日 ニコニコＢＯＸ
金額

23,000 円

累計

11 月 7 日
会員総数
40
出席免除
５
出席適用
３５
11 月 14 日
会員総数
40
出席免除
５
出席適用
３５

363,000 円

出 席 報 告
出席
２１
ＭＵ
５
出席率
71.43
出 席 報 告
出席
19
ＭＵ
6
出席率
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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

誕生祝 １１月３日

篠宮 時雄会員

私は１１月３日生まれです。７６歳を４日過ぎたところです。孫
とあまりかかわることがなかったのですが、先月の運動会があ
り、見に来てと言っていましたので女房と見に行ってきました。
元気にやっている姿に暫くぶりでしたので、成長したなと感じま
した。おじいちゃん・おばあちゃんありがとうという会に行ったこ
ともありますが、下の子は幼稚園で来年小学校に上がります。
私も今は会社で手伝っていますが、今の状況からいきますと
自分にたいして、まだまだいけるのではないかという気がいた
します。これからどんなことが起きても不思議でない年齢になっ
てきていますが、元気でいたいと思います。まだ頑張れる気が
しますので宜しくお願い致します。ありがとうございました。

結婚祝 １１月３日

誕生祝 １１月 ７日
結婚祝 １１月１５日

川井大輔会員

皆さんこんばんは、結婚式を挙げましたのは 11 月 3 日です。11 月 3 日は「黄色い
ハンカチ運動」をして家に帰りましたらシクラメンが届いておりました。かみさんにど
こで買ってきたのと聞きましたらロータリーから届いたと、最近は結婚記念日も特別
なことはしませんのでロータリーから花が届いたりすると結婚記念日なのだとの思
いです。
私が結婚したのは昭和 45 年です。ちょうど 48 年前です。サラリーマンをしていまし
て「旭硝子」に勤めておりまして今の家内と社内結婚という事です。当時はまだコン
ピューターはありませんしそろばんの時代なのです。出荷の関係をしていました。そ
ろばんで伝票をめくったりと猛烈に忙しかった。会社を出るのは 11 時・12 時と 100
時間くらい残業していました。給料より残業代の方が多かったです。毎晩遅いので
遊ぶこともありませんでした。富永さんのお父さんの名前は良く知っています。担当
はしていませんでしたが、草加で富永さんと花岡さんが「旭硝子」からトラックで発注
していただいていました。大きなお店でないとメーカーから直接配送することはな
い、問屋さんから小物でとる時代でした。あと 2 年後に金婚式です。それまで元気に
していたいと思っています。今が一番かみさんとはラブラブです。昔は殆ど家を顧み
ないで仕事していましたので、長男や次男の誕生を見たのも 1 週間後くらいでした。
そういう意味では今が一番いい時です。これからも宜しくお願い致します。

結婚祝 １１月１５日

勝浦雅和会員

お祝いありがとうございます。本日が誕生日
です。６０歳になりました。還暦という事で第二
の人生、昨年度ロータリークラブに入会させて
いただきましてちょうど 1 年が経ちました。気持
ちを新たに新しい人生を生きていきたいと思い
ますので宜しくお願い致します。
結婚したのは 11 月で婚姻届けを出したのは
暫く経ってからなので、うちに花が届いたら嫁
さんはびっくりすると思います。これから頑張っ
て行きますので宜しくお願い致します。

幹事報告
飯山 英彦幹事
＊１４日の歓迎会につい
て出欠確認表を回させ
ていただきますので宜
しくお願い致します。
我々が訪問した際は大
歓迎を受けましたの
で、多くの方に ご 参加
いただき盛り上げたい
と思いますので宜しくお
願い致します。
＊エンブレムを大変褒め
ていただき 、刺繍も感
心していましたの で当
日は付けていただきま
すようお願い致します。

加藤芳隆会員

皆さんこんばんは、今日は結婚祝いという事で昨年のガバナー公式訪問で入会式をしていただきまして 1 年とい
う事で結婚祝をいただきましてありがとうございました。
昭和 55 年 11 月 15 日、農家の息子という事で長男なもので近所の人も呼ぶという事で結婚式はここの 3 階、当
時中学の同級生が職員でおりましたのでここで結婚式を行い、37 年目という事で長女はハネムーンベビーではな
いのですが 1 カ月後くらいにできましたので長女が 36 歳なのでよく覚えていますが、結婚当初は色々買った記憶も
あるのですが、下の娘が 30 歳と子育ても終わりましたのでここ 5.6 年はプレゼントではないのですが記念日を忘れ
ていないよという意味で花を買って行ったり、ケーキを買って行ったりとそっと置いておくのです。
その間大きな喧嘩はしたことはありませんが潔白ですが浮気を伺われたことがありました。今は両親も亡くなりふ
たりの生活になりました。今はお互いの行動を束縛しないように喧嘩のないようにこれからも頑張りたいと思いま
す。ありがとうございました。

結婚祝

11 月 19 日

会田小弥太会員

皆さんこんばんは、私もまだ花は届いていませんがありがとうございます。結婚したのは 11 月 19 日です。私
が結婚した当時は男性が 25 歳・女性が 23 歳が平均と大体それに合わせて結婚しましたけど、当時は仕事が
忙しかったので、新婚旅行は 1 泊で箱根に行ったのですが式を終えて飛んでいき、翌日帰ってきて仕事と忙しく
て、2・3 カ月休まないということは当たり前でした。時代的には良い時代でした。
私が結婚したきっかけは高校の後輩でした。25 歳で結婚し今年で 70 歳ですから 45 年ということであと 5 年で
金婚式、それまでは頑張っていきたいと思っていますが、二人とも病気という病気はしたことはないです。健康
でいますが喧嘩は良くしています。この頃は私が万歳します。
母親が健在なので子どもが小さい時からみんなで旅行なども行きますから家内と 2 人でと行ったということは
数えるくらいしかありません。おふくろは 96 歳で頑張っています。息子をまだ心配なのです。色々心配してくれま
す。親はありがたいですね！病気せずにこれからも頑張って行きたいと思います。ありがとうございます。

会田小弥太社会奉仕委員長

米山奨学生 锡林高娃さん
こんばんは、先日草加ふささら祭りに参加させていただきまし
て誠にありがとうございます。皆様お疲れ様でした。
私は日本に来て何年も経っていますが、お祭りなどに行ったこ
とはほどんどありません。今回は日本の文化などを少しでも味
わうことができまして、また一つ思い出になることが増えたと思
っております。
それから、学校のほうは
今月の末に中間評価論文
の提出と中間報告会が
ありまして、今はそれに
向かって準備をしている
ところです。
これからもどうぞよろしく
お願いいたします。

３日の「ふささら祭り」参加していただき
ありがとうございます。ハンカチは６００
枚程度配布させていただきました。天気
が良く人でも出ていたので後半少しセー
ブして配布いたしました。
１２日「福祉まつり」地区大会がありま
すので参加される方は少ないと思いま
すが、ご都合のつく方はお願い致しま
す。

ロータリー学友 謝 振宇君
皆さんこんばんは、金曜日から岩手に学会に参加してきました。先月は学
会の準備で何回か徹夜しましたが、平和に過ごしていましてこのまま平和な
月になるかと思っていましたら先週の木曜日、学会に行く前日に皆さんスマ
ートホンの LINE を使っていると思いますが、あれが乗っ取られました。人生
初めての詐欺にあいました。変なサイトを見たからではないですかと伺われ
たのですが、そう言うわけではなくて、友人から Facebook で電話が壊れてしまったので LINE に登録したいか
ら「認証コード」を送ってと言われて、携帯番号を教えたらそれを乗っ取られてしまい、友人も乗っ取られてしま
いました。色々な人にクレジットカード作ってなどとメールが流れてしまいご迷惑をおかけしてしまいました。先
月はパスポートを無くして、今月は詐欺にあって、少し危機管理能力が足りないと反省しています。
学会では講演もして充実した 3 日間を過ごしました。岩手は町並みがきれいで紅葉の見どころできれいでし
た。2 日目は教授たちが会議でしたので近くの小岩井農場に行きまして農場の丘の上に色々なアトラクション
がありましてそこのアルマジロというアトラクション、それが楽しそうだったので皆さんそれに飛びついて僕もや
ったのですが見ると楽しそうですがやるとジェットコースターのようで、思いのほか時間がかかりまして農場に
行ったのに、動物を見る時間が無くなり何も見ずに帰ってきました。その夜にわんこそばを食べに行き、一緒
に行っていた女子が１００杯食べていましたので僕も１０１杯食べました。１００杯食べると絵馬のような完食し
ましたというものがいただけるという良い経験をさせていただきました。
今月は、地区大会でスピーチをするようにと学友の委員会の方から連絡がありましたのでよかったら聞いて
下さい。学会に参加していたので会議に参加できなかったので何を話すのかつかめていない状況なのですが
地区大会を楽しんで来ようと思っています。よろしくお願い致します。

開催日
場 所

参加者
富永会長
飯山幹事
川井会員
森 会員
田中会員
大塚会員
高橋（昌）会員

小笠原会員
佐々木会員
二階堂会員

１１月１２日（日）
浦和市文化センター

開催日
場 所

１１月１２日（日）
草加駅前

ポリオ撲滅寄付額

￥１３，７８８
皆さんご協力ありがとう
ございました。

参加者
富永会長 会田会員
川井会員 鈴木会員
瀬戸会員 山崎会員
二階堂会員
事務局
富永
悟会長
飯山 英彦会員
会田小弥太会員
牛山 信康会員
小笠原薫子会員
川井 大輔会員
木村 博行会員
勝浦 雅和会員
加藤 芳隆会員
佐々木一男会員
篠宮 時雄会員
鈴木 秀世会員
髙橋 通泰会員
高橋 昌夫会員
田中 和郎会員
長谷部健一会員
森

勇一会員

山崎 秀美会員
渡辺美和子会員
福本 孝昭会員
来栖 勝幸会員

牛山会員 小笠原会員
田川会員 佐々木会員
森 会員 長谷部会員
荻田

誕生日・結婚記念日の皆様おめでとうございます。
誕生祝・結婚祝いの皆様おめでとうございます。
結婚祝ありがとうございます。誕生祝の皆様おめでとうございます。
一級建築士は 3 年ごとに定期講習とテストがあります。過日その講習とテストがあり 9 時間
みっちり缶詰になり、最近は慣れないテストを受けてかなりハードな一日を過ごして疲れま
した。何とか合格しますように
11 月のお誕生日・ご結婚祝いの皆様おめでとうございます。また 3 日の草加ふささら祭りは
お疲れ様でした。11 月になると気分は冬モード、冬眠の準備に入ります。
結婚祝の花が届きました。ありがとうございます。
結婚祝・誕生祝の皆様おめでとうございます。やっと秋らしくなりましたね。食欲の秋の方
がスポーツよりまさって少し太り気味です。
本日は本当の誕生日です。60 歳になりました。ロータリーに入会して 1 年過ぎました。気持
ちを新たに生きていきます。
今日は結婚祝をいただきありがとうございます。そして誕生祝・結婚祝おめでとうございま
す。私も 37 回目の結婚記念日です。長いような・短いような複雑な気持ちです。
誕生祝・結婚祝の方、おめでとうございます。地区大会多数のご参加をお願いします。
誕生祝ありがとうございます。
誕生日・結婚祝いの皆様おめでとうございます。
今、国は会社をたくさん作っているそうです。先日税務署から年末調整の用紙が送られてき
ました。発想はメール何とかいう会社です。こんな会社本当に必要なのかなあ？
暖かな立冬でしたね。誕生・結婚祝いの皆様おめでとうございます。
今日は立冬です。北国では冬支度の始まりです。カニ漁の始まりのニュース、また今日は鍋
の日だそうです。いよいよ嫌な寒い冬がやってきます。
先日のふささら祭りはお疲れ様でした。天気がよくて楽しかったですね。誕生祝・結婚祝の
皆さんおめでとうございます。
11/3 草加商工会議所まつりで皆さん大変お世話になりました。25 万人という動員で祭りの
記録を更新しました。ありがとうございました。
誕生祝・結婚祝の方おめでとうございます。スピーチ楽しみです！！
お誕生祝・結婚祝の方々おめでとうございます。いそがしくしているうちにリプルーグルグ
ローブスジャパンという会社を引き受けることになりました。アメリカからの輸入販売をし
ます。皆様どうぞよろしくお願いします。
誕生日・結婚記念日の皆さんおめでとうございます。日経平均株価も高価更新し景気が良く
なる予感です。
欠席がちですみません。誕生祝・結婚祝の方々おめでとうございます。

