
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆会長あいさつ     森 勇一会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

７月３１日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、先週は第 2回目のクラブ協議会
であったにもかかわらず、私事で自衛隊に体験入隊
してまいりました。初日は三沢基地に行きまして米軍
キャンプがあって、その敷地の一角に航空自衛隊が
あります。 
先ず１日目にレーダー探知の訓練をやらせていた

だきました。２日目は八戸に移動しまして海上自衛隊
に参りました。３日目は同じ八戸なのですが陸上自衛
隊の駐屯地でＰ３Ｃ（潜水艦の哨戒機）、空を飛ぶ、プ
ロペラが 4 つ付いていて、上から目視で敵の潜水艦
がいるのかを見る。潜水艦ですから下に潜っていま
すよね！ですから肉眼では見ることができませんの
で、それをどうやって見つけるかの実践をやりました。
1ｍ５０ｃｍ、直径 20ｃｍくらいの筒があるのです。それ
を 30本くらいワインのラックみたいなものが飛行機の
中に積んであるのですがそれを海の中に落としてい
く、高さ１０００ｍくらいの所から落下させていく、それ
が海の中に着水し、潜っていく！それをたくさん落とし
ていき、敵が超音波や金属など潜水艦ですから音な
ど出しているのをそれで拾い敵がどこにいるかを見つ
けていく。最後に着陸する時に副士操縦席に座って
みるかと言われて、やっていなさいと着陸をやらせて
いただきました。私が着陸したわけではないのです
が、やっているマネをさせていただいて臨場感は物凄
い体験をさせていただきました 

私は今まで飛行機は滑走路を右左に何番のターミナ

ルに入っていくためには操縦桿を切っていくのかと思 
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っていましたが、あの操縦桿は空のうえだけで、尾翼
などの羽のための物で車輪とは全く関係ないのです。
どこでタイヤを動かすかと言ったら、左側に円盤、昔
のレコード盤くらいの円盤があるのです。それを左に
回せば左に、右に回せば右に行くものでした。 
 ３日は手榴弾を投げる訓練、実際には爆発しません
が、投げる時に落とした方がいて教官は本物だったら
俺たちみんな死んでいるよという事で訓練しないとで
きないなと思いました。スクランブルの飛行回数は月
に２００回と言っていました。練習だけで実際には飛ぶ
ことはないのかと思っていましたが殆どがロシアの未
確認飛行機が飛んで来た時に日本の領域に入って来
た時に飛んでいく、それが月に２００回くらい飛ぶとい
う事を聞きびっくりしました。防衛は凄いなと思いまし
た。機密情報の関係で写真を撮ることはできなかった
のですが良い体験をさせていただきました。 
 本日、佐々会奉仕部門委員長と二階堂幹事、大塚
社会奉仕委員長と私で社会奉仕の一環で「あおば学
園」に遊具と掛け時計を寄贈 
市長に目録を渡してまいりま 
した。 
話したいことは沢山あるので 
すが７月にセミナーが７つあり 
ました。 
会長の登竜門、全て出席して 
まいりました。 
胸を張って真面目なのだとい 
う事をわかっていただけたと 
思います。後ほど報告させて 
いただきます。 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘         幹事報告 
君が代斉唱        委員会報告 
ロータリーソング    ＳＡＡ報告 
四つのテスト          出席報告 
お客様紹介         閉会点鐘 
会長挨拶          

   誕生祝・結婚祝 スピーチ 
      ロータリー情報 

 
 

    



 

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

奉仕プロジェクト３部門合同セミナー  大塚嘉一委員長 
皆さんこんばんは、セミナーで特に感じたのは、社会奉仕委員会は地区でも力を入れているという事を感じまし

た。大学の先生で山脇直司さんと言う先生なのですが、この方が言う「グローカル」という事を盛んに言っていまし

た。「グローカル」最近色々なところで聞きますよね、この方が最初に言ったのではなく、どこかの企業が自分の会

社のために言いだした言葉だそうです。早稲田も自分の所で言いだしたかのように「グローカル」と言っています

ね！「グローバルに考えて、ローカルに活動する」これはロータリーに凄く通じるものがあるのではないかと、私も

そう思いますが、先生もそうおっしゃって、これからもっとロータリーにかかわっていきたいなと言われていました。

我々がみんな共有すべき見方であるし、行動・活動の原理になるのかと思い、非常にためになりました。深く胸に

刻んで帰ってきました。 

今日は、社会福祉委員会として「あおば学園」に時計と遊具を贈呈してきました。森会長・佐々木部門委員長、

二階堂幹事と私で行き、あちら側は草加市長さんに担当職員５名、施設の園長さんと保護者代表の方がいらっし

ゃいました。市長は財政が苦しいので感謝しているとの言葉をいただきましたし、園長さんは子ども達が早速遊ん

でいるとの報告を受け、利用者代表の保護者の方は、子ども達は独自に遊び方を見つけたりするそうで教えられ

ることおっしゃっていまし 

私もロータリーは短くない方ですが社会奉仕は初めてかなと、このように喜んでいただけるような現場に行くの

は初めてだと思います。困っている人がいたら手を差し伸べるというロータリーの原点を見るような思いがして改

めてロータリーのすばらしさを教えてもらった気がして有難いと思います。今後も宜しくお願いしますと市長さんや

園長さんからも依頼されました。 

青少年奉仕セミナー   木村博行委員長 

 こんばんは、青少年奉仕セミナーは 7月 15日大宮ソニックシティ 4階で行われました。私が一番気になったのは

ロータリーで交換留学生として来る子は、世界のロータリアン同士のご子息が交換し合って、自分の親が言っても

聞かなくても、他人の親から言われたらいう事を聞くようなこともあるので、「見てくれよ」と言ってやり取りしている

ことから始まったという事なので、優秀な学生ばかりが来ると考えてはいけませんと言われ、過去の経験談で興味

深い話もありました。今度来るマグナス君もイケメンなのどうかなと思っています。 

 先日受け入れ関係者会議が「春日部キューブ」があり、荻田さんと行って聞いてきました。細かい手続的な話で

した。マグナス君はどんな人か非常に興味があるのですが、来てみないと分からないのですが、南高校は体制が

出来ているので安心して下さいとのことですが、クラスは、40 数名中 40 名が女生徒と男子は 6.7 人しかいない外

国語学科でハーレム状態、現在受け入れ態勢を整えている最中です。 

財団部門セミナー  田中和郎委員長 
皆さんこんばんは、先週の土曜日台風の中、森会長・二階堂幹事に飯山エレクトと私で財団のセミナーに行っ

て参りました。財団に対する寄付は殆ど１００％使えると思っております。地区では1人２００ドルという事でお願い

がきております。先週もお願い致しましたが、今レートは１１０円、円安になっていますのでその補填はニコニコ

BOXからしています。ポリオは５０ドルという事で6,000円お預かりしています。 

今ポリオが残っている国はパキスタンとアフガニスタン、ナイジェリアは2016年までありましたが、昨年今年と出

てないそうです。 

 ワクチンだけでないそうです。投与するには残っている国などは政情不安で行政ができないそうです。予防接種

のポスターやボランティアのユニフォームに紫のマーカー、やるとおかしやおもちゃなど何かがもらえるそうです。

だから一度やっても貰いに来るのでマーカーで見ているそうです。あとワクチンの運搬ケースなどにも使っている

そうです。 

 今ロータリーはポリオ・プラスと言っていますが、ポリオだけに絞っているのではないかと私は思っています。ポリ

オ・プラスとは何かと言いますと、「麻疹・百日咳・ジフテリア・破傷風・結核」この 5 つをポリオ・プラスと言っていま

す。殆どプラスは、今は動いていないのではないかと思っています。数年の内には亡くなるような努力をしている

そうです。 

 補助金の話委なりまして、冒頭に松原さんは良いプロジェクトでしたがグローバル補助金で申請した方が良かっ

たのではないかという事で、最初にその話でスタートしました。良かったけど、大口補助金には当たらない、申請

するには吟味してこれからも申請していきたいと思っております。 

 財団奨学生の高野恭平さんは、2018-19 の奨学生として認定され、8 月からイギリスに留学されます。支援金は

グローバル補助金 40,000㌦です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理運営部門セミナー   森勇一会長 

 管理運営部門としては、クラブリーダーセミナーとして RLI を受けてもらいたいという事ですが定員に限りがある

ので、3回受けるのですが遅刻・早退はダメ、1日 6時間授業で受けます。ロータリーをかじったことがない人が参

加すると何？基礎を徹底的に教えられ、3 日出ると修了書とバッチがいただけるのですが、今年からは修了書を

渡した後に 4回目があり、卒後研修があるとおっしゃっていました。興味ある方は 8月 10日が第 1回目の締めき

りなので事務局にお声をかけて下さい。 

 MYROTARY の登録をお願いしますという事でした。今年の中川ガバナーは、2770 地区は会員全員に

MYROTARYの登録を携帯などでして下さいという事を頼まれました。日頃から iPadやスマホをいじっている方でし

たら簡単に出来ると思いますが、慣れてない方については苦労するかとも思いますが、私も登録しましたのでお

教えすることはできますのでお声をかけていただければスマホを貸していただきさせていただきますので宜しくお

願い致します。 

公共イメージ・会員増強合同セミナー 

 7月 21日に合同で行われました。公共イメージ部門としては基調講演という事で埼玉テレビの副社長さんがきて

講演をされていましたが、どちらかと言うと埼玉テレビを見てねとの PRのようでした。 

 会員増強の方でグループディスカッションの形になりまして、草加松原・浦和ダイヤモンド・大宮東の方達と同じ

グループになりまして討論しました。私が話したのは、うちのクラブでは昨年度例会の中でカイン増強についてテ

ーマにして知り合いの方をリストアップしていただき、上がった名前で重複している方いたら、その人脈はパイプが

太いという事で使える人脈でお願いしると良いのではという話をさせていただきました。商売上の話をするのは少

し好ましくはないかもしれないけど、できればお取引があって繋がりでやったらどうかとの話もありました。 

米山記念奨学部門セミナー 

 7月 22日にありました。米山とは何かわかりますかとの質問から始まりまして、米山梅吉の功績を祈念して奨学

事業をしているという事は皆さんこたえることは出来ておりました。各委員長さんが集まっているのですから当たり

前だとは思いましたが、改めて米山記念奨学事業の目的使命とはという事で読み上げさせていただくと「将来日

本と世界を結ぶ懸け橋となって国際社会で活躍し、ロータリー運動のよき理解者となる優秀な留学生を支援する

ことを目的使命としています。国際親善と平和への寄与を目的に奨学生をどのように育てたかを重視しています。

ロータリーはまさに人づくりでございます」ということ、これが米山記念奨学事業の目的と使命という事です。 

≪昨年度の国別の採用学生数≫ 

  圧倒的の多かったのは 16 名の中国、8 名韓国、2 名ベトナム、まだロータリークラブのない国です。そしてミヤ

ンマー、バングラディシュ、台湾、マレーシア、アメリカ、コロンビアでありました。いままで奨学生で学んだ方々で

何人かの方々が体験報告をされていました。 

 

 

 

7月 31日に草加市役所にて贈呈式が行われました。 

森会長・二階堂幹事・佐々木奉仕プロジェクト委員長 

大塚社会奉仕委員長が参加しました。 

 

 

8月 3日社会福祉法人光陽会就労継続支援 B型施設 

「西れんげ草」に「アンクルン」というインドネシアの楽器を寄贈しました。 

＜アンクルン どんな楽器？＞ 

インドネシア・ジャワ島の西ジャワに起源を

持つといわれる。中をえぐってオクターブに

調律した 2 本の竹筒とそれをつなぐ竹枠か

らなり、ゆすって竹筒と竹筒をぶつけて音を

出す。音程は竹の長さ・太さによって異な

り、ハンドベルのように何人かで分担して音

階を形成する。 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

7 月 31 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 18,000 円 累計 105,000 円 

7 月 31 日  出 席 報 告 

会員総数 42 出席 17 

出席免除  7 ＭＵ  3 

出席適用 35 出席率 57.14 

森  勇一会長 先週はお休みさせていただきまして申し訳ございませんでした。航空、海上、陸上の 3自衛隊
に体験入隊してまいりました。潜水艦哨戒機 P3Cに乗って参りました。 

二階堂祐司幹事 月末のお忙しい中お疲れ様です。皆さん熱中症には本当にご注意ください。 
牛山 信康会員 暑中お見舞い申し上げます。まもなくお盆です。お盆のお休みがありますが、今年は孫達が帰

って来ない静かな夏になりそうです。 
大久保雄司会員 社会奉仕、出足早やの活動、暑い中ご苦労様です。 
大塚 嘉一会員 娘(高 2)が修学旅行から帰って来るやいなやクラブの合宿に嬉々として出かけてしまいまし

た。勉強もしっかりやっていると信じたい。 
川井 大輔会員 台風 12号草加は大きな被害もなく助かりますが、気圧の変動で体調悪く困っています。 
勝浦 雅和会員 髪の毛を切りました。 
木村 博行会員 今日草かは 36度の熱波でしたね。8月 7日は誕生祝なのに所用で欠席します。すみません。 
        8月 28日の暑気払い例会には参加します。暑さに負けずにがんばりましょう！ 
高橋 昌夫会員 遅刻してすみません。部門セミナー報告楽しみにしています。 
田中 和郎会員 このところの暑さは災害だと報道されています。孫を幼稚園に迎えに行くにも苦労します。 
富永  悟会員 各委員長の皆様、お疲れ様でした。1年間宜しくお願いします。 
長谷部健一会員 9 月 30 日朝 8：00 からのＮＨＫ「小さな旅」で草加松原松並木、綾瀬川が放送される予定と

なりました。草加をアピールする大チャンスです。 
渡辺美和子会員 本日 16：50 位火星が 15 年ぶりに地球に大接近、草加マルイ屋上での観望会は 8月 17 日夜に

開催します。 
来栖 勝幸会員 暑いですね！もう 7月も終わり 8月に入ったら夏休みが楽しみです。 
松田 龍美会員 3週お休みして申し訳ありません。本日はお世話委なります。 
横山 正一会員 2年ぶりの例会場に懐かしさがあります。 

今後のプログラム 
8/14  お盆で休会 

8/21  会員増強クラブフォーラム  レセプション 

8/28  暑気払い家族例会      明治記念館 

幹事報告    二階堂祐司幹事 

皆さんこんばんは、幹事報告をさせていただきます 

＊西日本豪雨災害義捐金のお願いという事で地区から

依頼が来ていましたが会のほうから人数分を地区の

方に送りたいと思います。ご了承ください。 

＊「地区大会ポリオ撲滅ゴルフコンぺ」山口ゴルフ部長

が言っていましたが、２組エントリーの予定です。あと

２・３人余裕がありますので都合につく方はお願い致

します。１０月１５日(月)雨天決行です。 

＊「１０００日か委員の集い」該当される方は是非ご参

加をお願い致します。 

＊ＲＬＩ現在は飯山エレクトが参加の予定ですが旗に出

席を希望される方は、１０日締め切りですのでお早め

にお願い致します。 

 

誕生日 ７月３０日   来栖勝幸会員  

皆さん誕生日を祝っていただきありがとうございます。私事ですが、７月に毎年 

恒例の人間ドックをやって来ました。体の隅々まで全部しましたがどこにも悪い 

所はないと言われました。今年５１歳になりました。健康に留意してやっていこうと 

思います。宜しくお願い致します。 

 

8 月 6 日（月）成田発１０：１０のスイス

エアラインズにてオーストリアのチュ

ーリッヒに旅立ちました。飛行時間は

12 時間 25 分とのこと、現地には午後

3 時頃に到着し、早速自転車で近くの

湖まで出かけたとのメールが届きまし

た。 

森会長・飯山エレクト・木村カウンラー 

瀬戸国奉仕委員長・長谷部会員 

お見送りありがとうございました。 

ファーストホストファミリーは 

マグナス君のお宅です。 

マグナスファミリーのお出迎え 

 


