
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆ お客様   

篠宮明子様  田中百代様  川井千恵子様 
田川房子様   松田淳子様  長谷部芳枝様 
森 裕美様   飯山すみ様 

2016-17米山奨学生   謝 振宇君 
2018-19派遣候補生   豊島美咲さん 

            保護者   豊島淳史様 

◆ 会長あいさつ      富永 悟会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

６月２６日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、やっとこの日が来ましたという事

で、私珍しくニコニコしているなと思っております。1 年

前に長谷部直前がこの場で、最終例会を行った時に

バッチをいただいてから、肩の荷が本当に重いなと思

いながら、早くこの日が来ないかなと待ち望んでいま

した。今となってはアッと言う間だったと思うのです

が、前半は右も左もわからないまま、アップアップして

いるところを、皆様方のお力のおかげで 1 年を乗り切

ることができました。本当にありがとうございました。 

 今年は 3 つの柱というものを私は掲げさせていただ

いて、無事に事業を成功裏に終えることが出来たと

思っております。ありがとうございます。 社会奉仕事

業の植樹は、地区と一緒にさせていただき、川井部

門委員長率いる会田委員長に環境マップを作って 

 

 

第２９６回 例会 ７月３日 草加市文化会館 

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  

いただき、地球の環境問題というものを捉えさせていた

だきました。本年度 RI 会長のイアン・ライズリー氏が提

唱されました事業の一つを草加松原でも実行できて本

当に良かったと思っております。 

 もう一つの大きなプロジェクトの国際奉仕事業であり

ますフィリピン、マリキーナイーストＲＣとの交流を 2 年

連続で図ることができました。そしてコンセプション小学

校に素晴らしいトイレを提供する事でできて現地の子

ども達は本当に喜んでおりました。せんせいがたもこれ

からも縁を深めてやっていきましょうという事なので今

後も宜しくお願いしたいと思っております。 

 そして 3 つ目ですが、本当に一生懸命やらせていた

だき余したが、目標であった 50 名は達することができ

ませんでした。皆で力を併せてやった結果なので、また

次年度に宜しくお願いしたいと思っております。 

 本日、河井孝夫先輩の所に最終例会の報告をしに行

って来ました。今年度河井孝夫先輩という大きな存在

を無くしてしまいましたが、これからも草加松原ＲＣとし

て楽しく、和気藹々と社会奉などに努めていきたいと持

っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０１8‐19 年度  国際ロータリーのテーマ  インスピレーションになろう 

 

今後のプログラム 
7/10  誕生祝・結婚祝       レセプション 

7/17  クラブ協議会        レセプション 

7/24  クラブ協議会        レセプション 



   

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 これは私事になりますが、ご存知の方もいらっしゃ

ると思いますが、私の裏の 3 つの目標を 1 年前にお

話ししたと思いますが、 

例会快出席、これは当たり前の事なのですが、全て

出席するというのは 1 年前の私にとってはとても大き

な山でした。こちらは何とか達成できたと思っておりま

す。一度松並木で「ガス欠」してしまい、鈴木会員や

森会員に助けに来ていただいたことがあります。例会

場に着いたら終わったという事がありました。 2 つ目

は、ダイエットするという事で、それが一番無理ではと

言われましたが、一応 13 キロ減いたしましたが、ここ

1 カ月でホッとしてしまい、５キロ戻ってしまいました。

これからドンドン戻っていってしまうかとも思います

が、一応公約は果たせました。 

 

 最後は、みなさまにお詫びしなくてはいけないもう一

つの約束は、家内を今年度中には例会に出席してい

ただくという事の誓いを立てたのですが、今日も先ほ

どまで一緒に行こうと誘ったのですが、断られてしま

いました。 

これからまだロータリー活動は長いと思いますので目

標を立てて、達成したいと思います。最後に、

2013-14 年度米山奨学生の李 恩先さんがご結婚さ

れるという事で事務局の荻田さんが出席してくれまし

た。その模様の写真を皆様に回させていただきます。

詳しくは懇親の席で直接聞いていただければと思い

ます。 

 本年度皆様のおかげで今日の日を迎えることがで

きましたことに感謝を申し上げまして会長挨拶とさせ

ていただきます。本当にありがとうございました。 

 幹事報告      飯山英彦幹事 
 みなさんこんばんは、幹事報告になります。 

先だって行われました。加藤修三会員のお母様の 

ご葬儀の際には多くの方に参列していただきまし

てありがとうございましたと連絡がございました。 

本日の例会に出席したかったという事なのですが 

家を開けることができないので、皆様に宜しくお伝

えくださいと言われました。 

私は 1年間を通しまして、もう終わってしまった 

のか、という事で、あと半年くらいあればよいのにと 

いう所ではございます。会長を助けながらもオッチ

ョコチョイの所がございまして、皆様のご協力で無

事乗り切ることができました。 

親善会議で韓国に行った際には、飛行機に乗り 

遅れ、今日は乗れませんと言われましたが、会長

が気を聞かせてく、ファーストクラスでも良いから乗

ってしまおうと非常に高い飛行機に乗った気がいた

します。 

また、フィリピンに行った際はマニラで 1泊取り忘れ 

ていまして、出てと言われどうしようと思いましたが 

 

一番高い部屋なら空いていますとスーパースイ

ートルームに泊まりました。非常に広い部屋で

４．５部屋ありました。パーティーができてキッチ

ンもついていました。会長と 2 人でどう使おうか

と言った所でしたがゴージャスな旅をしたと思っ

ております。 

 ゴルフ大会では私の車のガソリンが切れまし

て、会長がガソリンを買ってきてくれたという恵

まれた状況ではありました。非常に楽しい事ば

かり思い出されます。 

 次年度森会長、二階堂幹事に引きついていき

たいと思います。フィリピンのマリキーナイースト

ＲＣとも引き続き交流は深めていかれればと思

っております。1 年を通して皆様のお力添えと会

長のフォローがありまして無地乗り切ることがで

きました。大変幸せな 1 年だったと思っておりま

す。ありがとうございました。 

 

 

 皆さんこんばんは、草加松原ＲＣ様スポンサーの

もと、オーストリアに留学させていただきます豊島美

咲です。最後のオリエンテーションも終り 8月 6日に

出国することになりました。 

不安はありますが、皆様の 

ご期待を裏切らないよう 

頑張りたいと思います。 

日本を旅立つ前にまた 

参加させていただきます 

ので宜しくお願い致します。 

http://1.bp.blogspot.com/-QqaAp33KiPI/U3WdFej9oYI/AAAAAAAAgmg/l5XUakAdCXk/s800/bouquet_omedetou.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森 勇一次年度会長 

 来週から会長という事で草加松原ＲＣの会長という事で重責を担わせていただくのには相応しくないのかなと

自分では思いますが、このような高潔な組織でここに書いてありますが「プレジデント、大統領」会長をさせてい

ただき感無量というか重責しかありません。1 年間どのように充実したロータリーライフを皆さんに経験させるこ

とができるのかという事が私の責任と思っております。その為の準備期間、「会長エレクト」として 1 年間与えら

れました。その次の会長になるために 1年間勉強する、どこの組織にもこのような組織はないですね！ロータリ

ー経験 5年目になりますが若輩者でありながら 10年 20年目の他のクラブの方々に負けないように知識は学ん

できたつもりではあります。富永・飯山年度は終わって、私と二階堂さんとがこれから 1 年間たすきを継いで次

の次年度に渡していくわけでございます。恥じないように頑張るとともに会員の皆様に充実した 1 年間を経験し

ていただいてロータリーライフは本当に楽しいといえるような 1 年にしたいと思います。7 月から新年度が始まり

ます。皆さんどうぞお力をお貸しいただいて私も精いっぱい頑張ります。宜しくお願い致します。 

日時 ６月２６日 
場所 埼玉屋旅館 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月１９日 ニコニコＢＯＸ 

金額 13,000 円 累計 863,048 円 

6 月 19 日  出 席 報 告 

会員総数 41 出席 22 

出席免除  7  ＭＵ  2 

出席適用 35 出席率 66.67 

6 月２６日 ニコニコＢＯＸ 

金額 31,000 累計 894,048 

6 月 26 日  出 席 報 告 

会員総数 41 出席 24 

出席免除 4 ＭＵ 2 

出席適用 37 出席率 76.47 

富永  悟会長 1年間皆様のご協力、本当にありがとうございました。これから少しの間、羽をのばしま～す！ 

飯山 英彦幹事 最終例会です。とても短かった 1年でした。本日も宜しくお願いいたします。 

池田 国雄会員 富永会長・飯山幹事ご苦労様でした。 

牛山 信康会員 富永会長 1 年間お疲れ様でした。膝の痛みにもめげずガンバリました。飯山幹事フィリピン

交流楽しそうですね！ 

大塚 嘉一会員 富永会長・飯山幹事お疲れ様でした。 

岡田 明久会員 少し欠席をしていて申し訳ない、最終例会は出席しないと・・・ 

川井 大輔会員 富永会長、飯山幹事 1年間お疲れ様でした。 

加藤 芳隆会員 皆さん 1年間お疲れ様でした。 

木村 博行会員 富永会長・飯山幹事本当にお疲れ様でした。長かったですか？来月から寂しくなると思いま

すが、しばらくゆっくりして下さい。 

篠宮 時雄会員 富永会長・飯山幹事ご苦労様でした。 

鈴木 秀世会員 今年度最後の例会です。宜しくお願い致します。 

高橋 昌夫会員 富永会頭・飯山幹事 1年間お疲れ様でした。 

田川 富一会員 富永・飯山年度最終例会です。職奉させていただき光栄です。皆様ゆっくりお寛ぎください。

お風呂も沸かしてあります。 

田中 和郎会員 富永・飯山年度最終例会、今日は 1年間の“疲れ”を癒して下さい。 

内藤 一夫会員 富永さん、飯山さんお疲れ様でした。 

二階堂祐司会員 富永会長・飯山幹事 1年間お疲れ様でした。7月からは幹事なので森会長の影になって支えて

いきたいと覆いますので皆さん宜しくお願いします。 

長谷部健一会員 富永会長・飯山幹事 1 年間お疲れ様でした。今日はゆっくりと 1 年を振り返って楽しみまし

ょう。 

森  勇一会員 富永会長・飯山幹事 1年間大変お疲れ様でした。来年も宜しくお願いします。 

山崎 秀美会員 いよいよ最終例会になってしまいました。 

来栖 勝幸会員 富永年度の役員の皆様お疲れ様でした。 

松田 龍美会員 富永会長並びに飯山幹事 1 年間本当にご苦労様でした。次年度会長・幹事宜しくお願い致し

ます。 

6月 24日（日）韓国ソウル市内の結婚式場で行わ

れました。日本と違い、カジュアルな結婚式でし

た。ウンソンちゃんはとても綺麗でした❤ 

 


