
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 会長あいさつ      森  勇一会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

７月３日の例会記録 

 

 皆さんこんばんわ、先ほど緊張のあまり,つっかえ、

つっかえになってしまい、緊張しているのだと思いまし

た。今年度の第一例会という事で国際ロータリー バ

リー・ラシン会長からメールが届きました。最初の例

会なので読み上げさせていただきます。 

（次ページ掲載） 

 長々と読ませていただきましたがこれが国際ロータ

リー会長の年頭のあいさつでございます。 

私は今朝夢を見ました。どんな夢か、歴史を変える夢

でした。世界ランキング 3 位のチームに 1 戦も勝てな

いと言われていたチームが勝つという日がやってくる

のだ２－０で、これは素晴らしい瞬間を見ることができ

るのかな？という夢でした。結果は皆さんご存知と思

いますけど、それは何が原因か私は専門家ではない

のでわかりません。唯間違いなく日本代表の選手は

インスピレーションになったと、みんなに勇気を与えて

くれたのだと思いました。 

第２９７回 例会 ７月１０日 草加市文化会館 

会 長：森  勇 一 

幹 事：二階堂祐 司 

 

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  

◆お客様  草加市長 田中和明様   

第９Ｇガバナー補佐 金杉 豊様   補佐幹事 飯泉 良人様 
八潮 RC       会長 岡本 壽様     幹事 櫻井耕司様    
八潮 ERC      会長 中川悦宏様     幹事 小倉英行様 
八潮みらい RC 会長 木村真一郎様   幹事 市川英敏様 
草加シティ RC  会長 百瀬 皓様    ノミニー 竹内省一様    国際奉仕委員長 水野卓也様 
篠宮明子様   川井千恵子様   長谷部芳枝様   森 裕美様   2016-17米山奨学生   謝 振宇君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

＊＊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 
      ロータリー情報 

 
 

    

いま、ラシン会長のメッセージを読ませていただきまし

たが、まさに私達ができることはそういう事と思うので

す。皆さんに出来るという。だからやろう！そのような

立場というか、役割を我々は担っているのかなと思い

ました。 

私が本年度、このクラブにおいてテーマを作りました。

「生成発展、何か大きな変化を見出そう」というテーマ

でございます。「生成発展」これは松下幸之助が良く

使った言葉であります。このロータリークラブの中で、

皆さんが出来る事と言ったら、まずは仲良くなることで

はないか！楽しんでやることではないかと思うので

す。仲良く・楽しく、今日は火曜日、ロータリーの集まり

がある日、楽しいな、待ち遠しいな、ワクワクするな、

そんなクラブにしたいと考える次第です。どうか 1年間

宜しくお願い致します。ありがとうございました。 



 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 2018-19  国際ロータリー会長 メッセージ 

親愛なるロータリーの支援者そしてロータリーリーダーの皆様、本日は 2018-2019 年ロータリー

年度初日、共にロータリーの新たな役割に取り組む最初の日です。また、各役割の前任者からロー

ダーシップのバトンを受け取り、後任となる人たちにバトンを渡す準備を始める日です。私達が職務

を全うし 1年後に退任する頃には、クラブや地区はさらに大きく・強く・効果的となる。ロータリーに全

力を尽くしその価値をより一層高めている事でしょう。ロータリーにおけるリーダーシップはその性質

からリレー競争に良く例えられます。それは個人競技ではなく、チームとして行うものです。私も含め 

今年のローダーとなられた皆様が一つのチームとなるのです。私経ちは同じ目的を持っています。これはロー

タリーの奉仕によって世界を変えること、ひとつひとのプロジェクト、クラブ・地域社会の力によって変えていくので

す。今年年のロータリーのテーマは「インスピレーションになろう」です。私が長年にわたり、ロータリアンが活動を

通じて真に意欲を高めている姿を見てきました。奉仕を通じて最も大きな影響をもたらす人とは必ずしも多くの理

想図、豊かな経験または、幅広い人脈をもつ人ではありません。大きな影響を生むのはインスピレーションを得た

人たちです。何かをした経験・見た経験、または誰かに会った経験など、その経験で心に火が灯され、奉仕のイン

スピレーションを受けたのです。今年度ご自身の中にインスピレーションを見出すだけではなく、人々へのインスピ

レーションとなって下さい。奉仕に意義を見出し、影響を見出すものとして、自己を認識し、さらに多くを成すことに

意欲を燃やすロータリアン同士力を合わせ、力強いクラブと地区を築いていきましょう。情熱を持って模範となり、

現在よりも遥かに堅実な未来とロータリーを導いて下さい。私もまた皆様も、世界各地のガバナー、クラブ会長、

ロータリー役員が皆、本ロータリー年度のために選ばれたわけです。私たちは目下の活動を遂行する最善の人

材としてロータリアンの仲間から選ばれました。私はこれからの12か月間力の限り、努力する所存です。皆様にも

そうしていただけると信じています。「インスピレーション」のテーマをここに実現しましょう、心を込めて！                                      

2018-19国際ロータリー会長 バリー・ラシン 

 

  

 皆さんこんばんは、ご紹介いただきました草加市長の田中和明でございます。本日は草加

松原ロータリークラブ 2018-19 年度第一例会にお招きいただきまして誠に有難うございま

す。日頃より森会長をはじめ皆様方におかれましては草加の町づくり発展のために様々な

立場でご尽力をいただきましてこの場をお借りいたしまして厚くお礼申し上げます。ありがと

うございます。 

              今年の梅雨は 6月 29日に明けました。梅雨明け 10日という言葉があります。本当に暑い 

日が続いております。また、2・3日後には台風の影響で大雨が降ると言われております。 

 また、6月 18日には、大阪北部、最大強度 6弱の地震が発生しました。ブロック塀の倒壊で亡くなられたお子さ

ん、そして被害にあわれた皆様方に心からお悔やみを申し上げる次第でございます。 

 あのような映像を見ますと、草加は強い町を作っていかないといけないという事で様々な事業を取り組んでいる

わけでございます。庁舎の問題もそうです。保育園の耐震補強もそうです。シルバー人材センターにご協力をして

いただき、ブロック塀の倒壊に合わせて、点検のご協力をいただきたいという事でポスティングをさせていただき

ました。強い町を作っていこうという事でございます。 

草加は、隔年で市民対して意識調査をしております。28 年度の調査の中に、草加に住み続けたいかという項

目がありました。その回答で 76.5％に人が住み続けたいという回答をいただいております。街の魅力というものは

色々な魅力があると思います。例えば交通の便が良いとか、あるいは歴史文化がある。治安が良いなどあると思

いますが、一口に市民力、地域力が強い町、発揮できている町など、草加は他市の自治体と比べますとイベント

が街でございます。このイベントの企画から運営まで全て団体の方々がやって下さっています。これから「花火大

会」や「サンバまつり」、「ふささらまつり」と色々あります。 

また昨年 11 月 19 日に町会連合会が主催になりまして避難所の設営訓練をしました。33 か所、1 万人の方々

に参加いただいて、自分達の地域は自分たちで守っていこうという強い使命感の訓練でありました。この訓練は

全国的でも初めての訓練でした。町づくりは行政だけではなかなかできません。幸いにして草加には、団体の

方々や個人の方々など、この町をもっと活気あふれる町にしていこうと活動していただいている方が大勢お出で

になります。その方々と共に手を結びながら町づくりを進めていけば、草加の町はもっともっと素晴らしい町になる

のではないかと思っているわけでございます。 

 草加は昭和 33年 11月、当時の人口 34,878人、埼玉県で 21番目の市としてスタート致しました。6月 1日現在

で 248,369人、7倍以上の方々が住んでいるわけです。 

今年は市政 60 周年、テーマは、「共に創ろう！快適都市、草加。」を掲げています。これからも色々な事業を進め

ながら、11月 11日にはこの文化会館のホールで記念式典も開催します。皆様方も式典や事業に参加していただ

いて、共に 60周年を祝っていただければと思っております。 

結びに草加松原ロータリークラブの益々のご発展、ご参会の皆様のご健勝とご多幸をお祈り致しまして挨拶と

させていただきます。お招きいただきありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第９グループガバナー補佐  金杉  豊 様補佐幹事  飯泉良人 様 

           皆さんこんばんは、今年度第９Gガバナー補佐を仰せ使いました八潮 RCから出向し

ております金杉豊と申します。宜しくお願い致します。補佐幹事を務めていただきます

飯泉良人、八潮 RCです。宜しくお願い致します。 

                  まず、森・二階堂年度の第一例会おめでとうございます。前年度の佐々木ガバナー

補佐、またホストクラブとして忙しかったことと思いますが、富永直前会長・飯山直前幹事 

ご苦労様でした。立場上きちんとした挨拶をしなくてはいけないところですが、年度計画書に出ていますのでご覧く

ださい。草加松原 RCには数回しか来てはおりませんが、気安い、前身が草加 RC と八潮 RCの親クラブでござい

ますので、幹事の時や会長の時にも来させていただきました。私は４年間地区の米山部門にお世話になっており

ました。今日も謝君が来ておりますが、昨年は锡林高さんがお世話になり、大変気心が知れたクラブで来やすい、

今日も自分のクラブで緊張してここで緊張しないというのはおかしいのですが・・・ 

 先ほど会長がサッカーの話をしていましたが、２点目をとって寝てしまいました。朝 LINEニュースの音がして起き

たら日本が負けていた。勝ったと思っていたら負けていた。 

 森会長が楽しいロータリークラブ、ロータリーライフということを言われていましたが、私も今年度第９グループは

６クラブになりましたが、各クラブの会長・幹事さんと連携を密にし、地区からの方針はさせていただきますけど、ク

ラブの垣根を超えた融和、全体での慰労を図っていきたいと思います。ゴルフだけの親睦だけでなく他の何かをグ

ループ全体で計画をしていきたいと思います。融和を図りながら各クラブをサポートしていきたいと思います。 

１年間宜しくお願い致します。 

 

                         八潮 RC  会長 岡本  壽様  幹事 櫻井耕二様 

                皆様こんばんは、いつも大変お世話になっております。八潮RC岡本と感じの櫻井で

ございます。草加松原 RC第一例会おめでとうございます。 

                  私は会長が初めてなので、非常に緊張して今日のお昼に第一例会をさせていただ

きました。草加松原さんにも来ていただきましたが、森会長のにこやかな話し方とは 

違い私がガチガチでした。ガバナー補佐が申しましたように仲良くやらせていただければ最高のロータリー人生 

が送れるのではないかと思いますのでこれからも宜しくお願い致します。 

 

八潮イブニング RC  会長 中川悦宏様  幹事 小倉英行様 

                皆様こんばんは、八潮イブニングロータリークラブ第 32 代会長を仰せ使いました中

川悦宏と申します。今年度幹事をお願いしました小倉英行でございます。宜しくお願い

致します。 

                   先ほど森会長の立派なご挨拶をいただいた後ですが、会長の奥様は「ひろみさ 

ん」、実は私の家内も「ひろみ」です。今日は家内の誕生日なので正直ちょっと早く帰りたいなと・・・言うのは冗談 

なのですが、本日はお昼に八潮RCさんにお邪魔して夜は草加松原RCさんにお邪魔させていただきました。会長 

のご挨拶が素晴らしい、私も思っていましたが、「楽しくやりましょう」と言っておりましたが、原点は底だと思うので 

す。私も 1年間ガバナー補佐もおしゃっていましたが、クラブの垣根を超えた八潮・草加と気兼ねなく行き来できる

ような環境になれれば一番最高かなと言うふうに思っておりまして、少しでも近づけられるようにクラブづくりをして

いきたいと思っておりますので、1年間短い時間ですがよろしくお願いします。 

 

  八潮みらい RC  会長 木村真一郎様  幹事 市川英敏様 

                皆様こんばんは、八潮みらい RC会長をやらせていただく木村と市川幹事です。宜し 

                くお願い致します。本日は森会長・三階堂幹事第一例会おめでとうございます。 

                  森会長との交流は殆どなくてどのような方かはわからないのですが立ち姿がとても

ダンディのイメージがあります。二階堂幹事は見るからにユニークだなとの感じで、草 

加松原 RCはこれからダンディとユニークで 1年間を盛り上げて行かれるのではないかという気がいたします。 

 第 9グループの仲間としては先ほど金杉ガバナー補佐が 9グループで何かしたいとおっしゃっていましたが、市

川幹事も今年は地区の方に出向という事で第 9グループは 2770地区のインスピレーションになる 1年になるので

はないかと思っております。これから 1 年八潮みらい RC を宜しくお願い致します。草加松原 RC さん本日は本当

におめでとうございます。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草加シティ RC  会長  百瀬   皓様    会長ノミニー   竹内省一様 

            国際奉仕委員長    水野卓也様 

                皆様こんばんは、草加シティ RC の百瀬と申します。半年前に出来まして普通のクラ

ブさんとまではいきませんが、スタートラインに付けたのかなと言う感じです。私も半年

では物足りないのであと 1年やらせていただくことになりましたので宜しくお願い致しま 

す。うちのクラブの特徴は、ロータリーを知らない人が殆どで、知っているのは私と結城さんだけですのでどのよう

にロータリーを覚えてもらおうかと考えております。今日も 2 人連れて来ましたがこれからもたくさんのメンバーを

連れてお邪魔して他のクラブの雰囲気など学んでいけたら良いのかなと思っております。新しいメンバーに楽しく

やっていってもらえたら良いと思います。20人でスタートしまして 7月に 1名入会し、今 21名です。今月 4名入る

予定です。速く皆さんと肩を並べて頑張って楽しいクラブにしていきたいと思います。宜しくお願い致します。 



 

 

 

 

 

 

 

  

7 月 3 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 33,000 円 累計 33,000 円 

7 月 3 日  出 席 報 告 

会員総数 42 出席 26 

出席免除  4 ＭＵ  2 

出席適用 38 出席率 76.32 

金杉  豊様  草加松原 RCの皆様 1年間宜しくお願い致します。 
木村真一郎・市川英敏様 森会長二階堂幹事第一例会おめでとうございます。1年間宜しくお願い致します。 
中川 悦宏様  草加松原 RCの皆様新年度初例会おめでとうございます。1年間宜しくお願い致します。 
        森会長・二階堂幹事にはお体にはお気を付けて下さい。 
小倉 英行様  草加松原 RC のみなさんこんばんは、今年度八潮 ERC 幹事をします小倉と申します。1 年間

宜しくお願い致します。 
森  勇一会長 皆様本日はお暑い中、草加松原 RC2018 年度第一例会にご参加いただきましてありがとうご

ざいます。１年間どうそ宜しくお願い致します。 
二階堂祐司幹事 いよいよ森丸の船出です。幹事として一生懸命頑張りますので皆様ご協力の程宜しくお願い

致します。 
会田小弥太会員 森会長・二階堂幹事 1年間宜しくお願い致します。 
飯山 英彦会員 第一例会おめでとうございます。森会長・二階堂幹事 1年間宜しくお願い致します。 
牛山 信康会員 いよいよ新年度、森会長・二階堂幹事、ガンバレ！そして金杉ガバナー補佐 1年間宜しくお

願いします。それにしても今日は早起きしたのでネムイ。 
大久保雄司会員 森・二階堂年度スタート、猛暑の中ですがおめでとうございます。 
大塚 嘉一会員 息子が林間学校に行き、たくましくなって帰ってきました。山男になりきっていないようで

安心しました。 
川井 大輔会員 森会長・二階堂幹事 1年間宜しくお願い致します。お客様ようこそ。 
勝浦 雅和会員 新年度スタートガンバリます。 
加藤 芳隆会員 森会長・二階堂幹事をはじめ皆さん今年度もスタート、宜しくお願いします。 
木村 博行会員 お客様ようこそ！森会長・二階堂幹事いよいよ船出ですね。大波を切って突き進んで下さ

い！ 
佐々木一男会員 森会長・二階堂幹事おめでとうございます。1年間宜しくお願い致します。 
篠宮 時雄会員 森会長・二階堂幹事宜しくお願いします。 
鈴木 秀世会員 ロータリー新年度、森会長・二階堂幹事宜しくお願いします。 
瀬戸健一郎会員 森年度がんばろー！ 
高橋 昌夫会員 森会長・二階堂幹事宜しくお願いします。 
田川 富一会員 森・二階堂年度の船出を祝して！ 富永・飯山さんご苦労様でした。 
田中 和郎会員 森会長・二階堂幹事初例会おめでとうございます。今年度素晴らしい 1年になりますように

お祈りします。 
富永  悟会員 お客様の皆様ようこそいらっしゃいませ、森・二階堂丸の船出おめでとうございます。 
長谷部健一会員 森勇一会長・二階堂祐司漢字の船出をお祝いします。1年間 SAAとして頑張りますので宜し

くお願い致します。 
渡辺美和子会員 15 年ぶりの火星大接近の年の森会長・二階堂幹事の船出おめでとうございます。ご来賓の

皆様ようこそ。 
来栖 勝幸会員 森・二階堂年度が始まりました。ご協力いたします。頑張ってまいりましょう！ 
松田 龍美会員 降り会長・二階堂幹事 1年間ご指導宜しくお願いします。 

今後のプログラム 
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 

7/31  セミナー報告        中央公民館 

幹事報告    二階堂祐司幹事 

             皆さんこんばんは、今年度幹事を仰せ使いましたユニークな二楷堂です。森会長の様 

にダンディと言われるように頑張りたいと思います。宜しくお願い致します。 

             昨年は佐々木ガバナー補佐のもと、グループ幹事をさせていただきましたが、今年は 

クラブ幹事という事で森丸が沈没しないよう一生懸命オールを漕いでいきたいと思います 

ので皆さんご協力を宜しくお願い致します。 

 それでは記念すべき第 1回の幹事報告をさせていただきます。 

・今日の八潮ロータリーさんと全く被るのですが、7月 7日から部門セミナーが始まります。各部門の委員 

長の皆様には是非出席をしていただきたいと思います。 

・会費納入のお願いです。半期 14万円、全期 28万円、財団・米山寄付が含まれております。3代義務の一 

つです。お早めにお願い致します。 

・例会が終了しましたら、懇親会を行います。アルコールの用意もしております。また、ピアノとフルート演奏

もあります。皆様最後までゆっくりとして行っていただきたいと思います。宜しくお願い致します。 


