
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆会長あいさつ       森  勇一会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

7 月１７日 ニコニコＢＯＸ 

金額 23,000 円 累計 70,000 円 

7 月１７日  出 席 報 告 

会員総数 42 出席 24 

出席免除  6 ＭＵ  2 

出席適用 36 出席率 72.22 

７月１７日の例会記録 

 

 皆さんこんばんわ、いよいよスタートしたな～と思っ

たのは、第 9 グループ第一例会、八潮ＲＣさん。八潮

イブニングＲＣさん、八潮みらい RC さん、草加シティ

RC の各第一例会に参加してまいりました。私も他の

クラブの例会に出る機会がなかったものですから、ほ

かのクラブはこのようにやっているのかと勉強になり

ました。そしてこの 3 連休も交えて 7 月 7 日、管理運

営部門セミナー、15 日は青少年部門セミナー、16 日

は奉仕プロジェクト部門合同セミナー、私は職業奉仕

部門セミナーに参加させていただきました。大塚委員

長は社会奉仕部門セミナー、飯山エレクトは国際奉

仕部門セミナーと 3人で参加してきました。 

 職業奉仕部門セミナー、職業奉仕はロータリーの金

看板と渡辺パストガバナーはおっしゃっていました。

職業奉仕が金看板なので特に勉強して下さいと言う

事を言われました。今までの人生の中で勉強したこと

がないようなことをロータリーに入って勉強してきまし

た。たとえばロータリーの 5 大奉仕は（クラブ奉仕・職

業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年奉仕）ロータリア

ンの 3大義務は（例会に出席する・会費を払う・ロータ

リー雑誌を読む）これは必ず覚えて下さいと言われま

した。毎日が緊張とセミナーで気を抜く暇もないくらい

学ぶことが多くて、逆にこんなに立て続けで勉強して

いると、もしかして私が今まで知らなかっただけで 

 

 

第２９９回 例会 ７月２４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  

 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 

     クラブ協議会 
 

 
 

    

今後のプログラム 
7/31  セミナー報告        中央公民館 

8/7  誕生祝・結婚祝       レセプション 

8/14  お盆で休会 

物凄く有意義なものなのかなと昨日あたりやっと気づ

いて、これはもしかして私は、はまっていくのかなと感

じもしました。会長なので当然やるべきことはしないと

いけないのでこれからもセミナーも全部でないといけ

ない、富永直前会長から、森さん全部でないといけな

いと言われていました。最初は全部出るのは大変と

思ったけど、いつもセミナーが終わって出て良かった

と思って家につきます。それだけセミナーの中身が濃

いのですね！非常に有意義で勉強になる。奉仕とい

う意味を改めて知った。この年になって恥ずかしい話

なのですが、これから皆さんと一緒にロータリーライフ

を楽しみながら過ごせたら良いなと思いました。 

今年は 4 回ゴルフコンペを開催させていただく予定

でございます。大好きな方は是非参加していただけれ

ばと思っております。本日も宜しくお願い致します。 



   

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

米山記念奨学部門   岡田明久委員長 
皆さんこんばんは、米山記念奨学部門という事で委員長を仰せつかっておりますので方針を残念ながら米山

奨学生の受け入れはありませんが、ロータリーの目的は世界平和と親善、奉仕活動ですから奨学生にはいろい

ろな機会を通じて日本をよく理解してもらい親善に勤めていただきたいと思います。 

今年度の会員 1人当たりの寄付目標額は 25,000円（普通寄付 5,000円、特別寄付 20,000円）です。寄付達成率

100％を目指したいと思います。皆様ご協力をお願いします。寄付については会費と共に皆さんからいただいてお

りますが、今年は、奨学生はいないのですが、奨学生には日本を理解していただき、世界平和に貢献してほしい

と思います。皆さん宜しくお願い致します。ありがとうございました。 

 

部門委員長   牛山信康委員長 
皆さんこんばんは、管理運営部門委員長を仰せ使いました。管理運営部門の所属はプログラム委員会・河井

委員長、出席委員会・勝浦委員長、親睦委員会・山口委員長、ロータリー情報委員会・小笠原委員長、この組織

の中で纏めていくという事が管理運営部門と思います。 

管理運営部門、クラブの基礎と言うか屋台骨と言うかそこをしっかり支えていってこそ、各奉仕活動が実を結ぶ

ためにも、クラブ運営部門をしっかりやっていくことは重要だと常々思っていますし、先輩からも言われてきました。 

今年、地区協議会などで目新しいと思ったのは、ＭＹＲＯＴＡＲＹの登録を推進し、皆さん利用しましょうという事

を強く説明を受けたのを覚えています。MYROTARY全員登録しようという事だそうです。そこからさまざまな最新

の情報を受けて諸活動に生かしてほしいという事です。９月１１日の公式訪問例会で中川ガバナーがいらっしゃっ

てMYROTARYにどれくらいの人が登録しましたかと言われると思いますので皆さん積極的に登録をして下さい。 

詳しい人にやり方を教わってやりましょう！ 

 プログラム委員会、川井委員長さんはベテランなので素晴らしいプログラムになると思います。プログラムの良し

悪し、行かないと損だと思うような素敵なプログラムを組むという事が一番大事と言われておりますから委員長を

含め皆で協力しながら魅力あるプログラムを作っていくことが重要と思っております。 

 出席率の向上、これも当たり前ですが、ロータリアンの義務ですから皆さんで出席率の向上に努めましょう 

 会員相互の親睦、死因朴を通して皆さんと仲良くしていきたいと思います。親睦と言うと皆さんでワイワイとなる

のですが、ロータリーの先輩から言われたことはワイワイ仲良くしているだけでは他の団体の飲み会と一緒、ロー

タリーの親睦は社会奉仕活動を通して事業をやりながら懇親を深めていった時に、ロータリーの親睦があるのだ

といわれたことをよく覚えています。 

 RLIに参加しよう、地区協議会の中でロータリー賞にチャレンジしようという事も強く言われました。このようなこと

を機に停めながら管理運営部門、１年間一生懸命にやっていきたいと思っております。森・二階堂年度の諸活動

の基礎となる部門ですから、皆さんと一緒にしっかりやっていきたいと思います。最後に森さんがロータリーを好き

になってしまいそうといっていましたが大変結構なことだと思います。「ロタキチ」という言葉を知っていますか？ロ

ータリーきちがいという事なのですが、きちがいは「クレージー」という事でなく、ロータリーにはまってしまったとい

う事なのですが、一生懸命やっている人たちを揶揄して地区の方は「ロタキチ」と言っていたことを思い出しまし

た。森さんも「ロタキチ」になるのかなという事を思いながら聞いておりました。以上でございます。 

 

出席委員会   勝浦雅和委員長 
皆さんこんばんは、昨年に引き続き出席委員長を務めさせていただきます。方針といたしましては他の委員会

と協力して、出席率向上を目指します。書かせていただきました。 

出席することは３大義務の一つ、出席率向上と言う文字があるという事はクラブにとって恥ではないと考えて良

いと思っております。皆様方、出席することはロータリーの基本という事を考えて、出世r記されてない方にお声か

けをしていただき出席していただけるようにしていきたいともいます。皆様宜しくお願い致します。 

 

親睦委員会   山口昭人委員長 
皆さんこんばんは、今年度親睦委員会委員長を仰せ使いました。委員としては中島さん・来栖さん・松田さん・

横山さんと皆さんと協力して親睦委員会を盛り上げて行きたいと思います。方針といたしましては充実した実りあ

るロータリーライフを目指し会員相互の楽しい親睦と融和に努めると共に、先ほど牛山委員長がおっしゃっていた

ようにただの飲み会にならないような活性化した会にしていきたいと思います。計画としては炉辺会合、親睦ゴル

フ・暑気払い・クリスマス・お花見などの移動例会、昨年と同じような内容と思いますが、是非とも良い会にしていき

たいと思いますので、皆様是非ご参加をお願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共イメージ部門  福本孝昭委員 

 風間委員長を始め、委員は内藤さん・福本と３人で構成されています。ロータリー活動を一般の方に知っていた

だくという事と、 奉仕活動が個人の幸という事を感じていただくという事をメインに活動していきたいと思います。

その手段として新等々に宣伝をしていきたいという事と、身の回りでロータリーがどんな活動をしているかという

事を徐々に伝播しまして皆さんに理解していいただけるような活動を進めていきたい、合わせて会員増強に繋げ

ていきたいと思っております。 

ロータリー情報委員会  木村博行委員 

 毎月出ている「ロータリーの友」の内容を皆さんと一緒に検討してこれからも行きたいと思います。委員長の方

針としては「ロータリーの友」、「ガバナー月信」の内容を中心に、会員の皆様に有用な情報をわかりやすくご紹介

いたします。 

また、ロータリーについて勉強する機会を設けるようクラブ研修リーダーと連携し、委員長自身を含め、ロータリ

ーへ入会しておおよそ 5 年未満の会員が、先達からこれまでに培われたロータリーの精神・知識などを学ぶと共

に、皆で共有し、クラブの未来を一緒に考えていけるよう支援いたします。という事でございます。是非宜しくお願

い致します。 

部門委員長  会田小弥太委員長 

 皆さんこんばんは、会員増強維持部門は、会員増強維持委員会・鈴木委員長、職業分類選考委員会・渡辺委

員長この２つの委員会を統括することになります。今年度森会長の増強目標は８名、草加松原ロータリークラブ

の未来を確保する為には、多くの新会員を迎え入れクラブの活性化を図れないと思っております。この地域に

も、ロータリーの目的である「奉仕と親睦・友情」を実践したいと考え、その機会を探している方々も大勢いると思

っております。会員の皆様にご協力いただき、ご紹介をしていただきましておおくの会員の迎え入れをしたいと考

えております。８名の増強という事で、前々から私たちのクラブには会員５０名という目標がありますので目標に

近づけ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。 

会員増強維持委員会  鈴木秀世委員長 

 皆さんこんばんは、今年度会員増強維持委員会委員長を仰せ使いました。委員の方は篠宮さん・中村さんと３

人で頑張って行きたいと思います。もちろん会田部門委員長の下で指導していただきながらやっていきたいと思

っております。 

 基本的には総数５０人、これにしていかないといけない、８名の会員さんに入会していただくには皆さんから情

報をいただかないと目標達成が出来ませんので、私の方針といたしましては、１つ目には、当クラブの会員数目

標 50 人を達成するため努力致します。２つ目には、会員による積極的を促す会員増強行動計画を立案し、実行

致します。委員会を開いてどのようにしたらよいか委員会で揉んでから増強計画が出来ましたら、皆さんに発表

をさせていただき、ご協力をしていただきたいと思います。３つ目には、女性会員の勧誘にも努力いたします。と

いう事で頑張って行きたいと思います。よろしくお願い致します。 

職業分類選考委員会  渡辺美和子委員長 

 皆さんこんばんは、職業分類選考委員会委員長になってしまいました渡辺でございます。ロータリー歴が長い

割にはこの委員会はまだ浅い、この委員会の存在感をどのように増していくかは皆さんの多大な協力が必要で

す。また違った風が吹くように、クラブが活性化するようにと言うことでは違うか委員が入会すると良いなとおもい

ましてこのように書いてみました。私は地元に住んでいないので顔が広くないのです。皆さんの多大なご協力をも

とに１年間務めさせていただきたいと思います。宜しくお願い致します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門委員長  佐々木一男委員長 

 皆さんこんばんは、奉仕部門委員長を拝命しました佐々木でございます。私はロータリーに入ってずっと奉仕部

門ばかりやっているような気がします。ロータリーの一番の花形は先ほど会長あいさつの中にもありました職業

奉仕でございますが、職業奉仕はまだわからないこともありますので次回しっかり勉強したいと思います。 

 方針の中にございますように、ロータリーは親睦と奉仕という事でございまして、草加松原は４大奉仕という事

で職業奉仕が山崎さん、今日も欠席なのでほかで職業奉仕している事と思います。社会奉仕が大塚さん、職業

も弁護士さんですから社会奉仕をしっかりして下さっていると思いますので１年間ロータリー的な社会奉仕をして

いただければよいのかと思います。青少年奉仕が木村さん、すでに交換留学生としっかりした形で青少年奉仕委

員会をして下さっていると聞いております。国際奉仕の瀬戸さん、先日フィリピンへの奉仕を前年度に続きしてい

ただけるという事で委員長さん任せで私が出るところはないのかなと言う気もしますが、お互いに連携を取りなが

ら草加松原 RCの一番の看板、そして親睦委員会の山口さんとしっかりと応援できれば良いなと思っております。

１年間宜しくお願い致します。 

社会奉仕委員会  大塚嘉一委員長 

 皆さんこんばんは、私は常にロータリーは地域に密着した活動、すなわち国際的な広まり活動を持っていること

がロータリーの魅力だと思っています。社会奉仕委員長を森会長から仰せつかった時には「俺で大丈夫」と思っ

てビクビクしていましたが優しい先輩方にご指導していただきまして、すでに色々活動しています。１１月２５日

（日）福祉まつりに参加したいと思っていますので是非皆様宜しくお願い致します。 

 昨日合同セミナーがございまして参加してきました。先ほどの映像は声が小さかったのだけれども穏やかだけ

れど熱のある人でした。当日の講師の大学の先生はすごく良い話をされていました。グローバルとローカルを合

わせた言葉でグローバリズム、最近色々な所で使われていることば、研究していく価値はあるかなと思っていま

す。優しい先輩方に見守られて、温かい気持ちで包むようにして指導を受け、同時に皆様のご協力これがなくて

は進められないので是非ご協力を宜しくお願い致します。ありがとうございます。 

青少年奉仕委員会  木村博行委員長 

 皆さんこんばんは、青少年奉仕委員長の木村です。インターアクト・ローターアクト・ライラ・青少年交換と４つあ

るそうですが、この中で私が受けてきたセミナーの中で青少年交換が一番感動しました。８月６日に豊島美咲さ

んが出発して、１３日にはマグナス・ヴァレンティン・トレンカ君が来るという事ですので、どのようにドイツ語の方と

話してよいのかわかりませんが、日本に来てよかったという思いを作っていただければと思います。 

 ホストファミリーの皆さんは大変かと思いますが宜しくお願い致します。研修会で聞いたのは決して優秀な人ば

かりが来るのではない、色々問題も起こすかもしれませんが、日本に来てよかったと思えるような温かい目で見

守ってあげて下さいという事ですので自分の子どもというイメージで接してあげて下さいと言っていましたので気

にして接していきたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

 

 

山口昭人親睦委員長 

８月２８日に暑気払い例会を明治記念館で 

行いたいと思います。沢山のご参加を 

お待ちしております。宜しくお願い致します。 

 

 

 

7月 23日～25日、海上自衛隊第 2航空群司

令へ森会長が入隊されているため、 

24日の例会はお休みです。（メーキャップ済） 

留守をしますが何卒宜しくお願いしますとの 

メッセージがありました。 

          



 

 

 

 

 

 

 

  

森  勇一会長 本日はクラブ協議会、担当の委員長様宜しくお願い致します。 
二階堂祐司幹事 本日暑い中お疲れ様です。クラブ協議会よろしくお願い致します。 
会田小弥太会員 毎日猛暑が続きます。体調管理やこまめな水分補給が必要です。命にかかわる危険な暑さに注

意しましょう。 
飯山 英彦会員 クラブ協議会よろしくお願い致します。 
牛山 信康会員 今日はクラブ協議会、森・二階堂年度が順調に活動できるよう暑さに負けずガンバリましょう 
大塚 嘉一会員 息子の勉強のために日本の歴史のマンガを各社読み比べました。石ノ森章太郎のものが大人の

観堂にもたえるお勧めです。しかしエッチなシーンもあって子どもには見せられませんでした 
岡田 明久会員 今日も暑かったですね、明日からイタリアに行って来ます。イタリアはもっと暑いのかなあ？ 
勝浦 雅和会員 7月 14日（土）埼玉県障がい者技能協議会のお手伝いをしてきました。 
加藤 芳隆会員 毎日酷暑が続いていますが、関東や草加は今のところ何の被害もなく平穏な所で有難いです。 
木村 博行会員 先日は青少年交換委員会で若者の体験報告を聞き、生きる力を身に付けるのに最適なプログラ

ムであると思いました。将来わが娘も留学させたいと思いました。 
佐々木一男会員 クラブ協議会、楽しみです。 
篠宮 時雄会員 暑い日が続きますね 
鈴木 秀世会員 今日も暑かったですね！体がいつまで持つか、みなさんガンバリましょう。 
高橋 昌夫会員 異常な暑さが続いています。そんな中、職場の自室のエアコンが故障してしまいました。一気

に熱中症リスクが高くなって心配です。 
田川 富一会員 西日本集中豪雨で被害された方、お見舞い申し上げます。また、死亡された方、心から冥福申

し上げます。酷暑の折、皆さんご自愛を切に祈念します。 
田中 和郎会員 暑い日が続いていますがこれからも猛暑が続く予報です。熱中症に気をつけて夏を乗り越えま

しょう。 
富永  悟会員 今週土日は草加駅西口で草加よさこいサンバがあります。お時間のある方はぜひ遊びに行って

みて下さい。 
長谷部健一会員 暑いですね、西日本豪雨の被害者の皆さんの事を思うと胸が痛みます。募金活動に協力したい

と思います。本日のクラブ協議会、宜しくお願い致します。 
渡辺美和子会員 暑い日が続きます。お盆のお墓参りも暑かったです。水分補強を忘れないようにしましょう。 
福本 孝昭会員 毎日暑い日が続き水分補強のため、ビールを飲んでいます。ところがアルコールは利尿作用が

あり危険だそうです。みなさんお気をつけて下さい。 
横山 正一会員 お世話になります。 

幹事報告    二階堂祐司幹事 

 皆さんこんばんは、今日も暑い中ご出席いただきありがとうございます。幹事報告をさせていただきます。 

＊八潮 RC さんから例会の時間が変わりますとご連絡がありました。通常は火曜日のお昼の例会ですが 7 月 31

日は、点鐘が 6時、ことぶき会館という事でメーキャップに行かれる方はお間違えのないようにお願い致します。 

＊来週のセミナー森会長にはご苦労様ですが、7 月 21 日は公共イメージ・会員増強維持合同セミナーです。公共

イメージ委員長の風間さんはご都合が付かないという事ですが、会員増強部門委員長の会田さん宜しくお願い

致します。 

＊22日は米山記念奨学部門セミナーですよろしくお願い致します。 

 

 

佐々木一男会員 

 こんばんは、誕生祝いただきまし 

てありがとうございました。73歳に 

なりました。髪の毛は染めています。 

最近になって睫毛に白いものが出て 

きてどうしたらよいのかとちょっと 

悩んでおります。これは自然に任せ 

た方が良いのか、あるいは眉毛も 

染めた方が良いのか！なにぶん 

独身ですからこれからお女性募集の年齢ですからしっ

かり染めて若返ってしばらくは人生を過ごしたいと思っ

ています。73 歳になって一番気が付いたことは、それ

までは誕生日が来ると今年は何をしようとか、今年は

どういう思いでロータリーライフを楽しもうとか、60 代に

はありました。しかしながら７０代になってつくづく思い

ました。１年先はわからないから、一日一日をどう過ご

そうかなと思う事が若干変わったことでございます。ま

だまだ１０年がロータリーライフを楽しみたいと思ってい

るところでございます。なにぶんにも精神的には老いて

きております。会員の皆様の優しさだけが頼りでござい

ます。例会に来た際は優しい言葉をかけて下さい。 

誕生祝ありがとうございました。 

 

福本孝昭会員 

            こんばんは、７月３日をもちまして 

５７歳になりました。森会長と同級生 

            と前から知ってはいましたが、見た

目には私の方が年上のような気が

するのですが・・・ 

             誕生日を迎えるにあたって、家族

と食事に行ったわけですが普段は

もういい加減にしなさいと女房が注 

意をするのですが、今日は飲みたいだけ飲んでよいよ 

とお許しが出ましてガッツリ飲んできました。その時に 

女房がなかなか良いことを言うなと思ったのですが、本

来は自分の誕生日ですから祝福を受けるわけなので

すが、「あなたの誕生日はお母さんに感謝する日よ」と

言ったのです。なるほどな！今自分がここにいるのは

母親のおかげだな、と考えれば母親に感謝すべきかな

と改めて思いました。今年の３月３１日に無くなりまして

それを受けまして仏壇の前で５７歳になったと報告した

次第です。今もの凄く厚い日が続いていますンド恵皆さ

んもお体に気をつけていただければと思います。今日

はありがとうございました。 


