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８月２１日の例会記録
◆会長あいさつ

森

勇一会長

皆さんこんばんは、本日はヨーロッパのオーストリア
から遥々と埼玉県草加市に 1 年間交換留学生として
1 年間頑張っていただきたいという事でマグナストレン
カーさん、後ほど紹介いたしますが好青年です。8 月
13 日に成田空港に入港されるという事でしたが、私
は前々から沖縄旅行が予定されておりまして残念な
がら出迎えに行くことができませんでした。二階堂幹
事をはじめ大勢で迎えに行っていただきまして本当に
ありがとうございました。
私が沖縄にいく 11 日は台風が沖縄に直撃するかど
うかという日でした。飛行機のアナウンスで離陸は致
しますが台風が沖縄直撃を予想されますので場合に
よっては羽田まで引き返すことがあるかもしれませ
ん。その場合はご了承くださいと機長からアナウンス
がありました。どの天気予報を見ても沖縄直撃は避
けられない、無理かなと思っていました。普通は太平
洋側を飛んでいくのですが、機長が事前に太平洋側
を飛んでいくと台風の影響を受けてしまうので、岡山
の方に向かって、瀬戸内海の方を飛んでいきますと
いう事で、普段は 1 時間 30 分で行くところを 2 時間 30
分かかり、かなり揺れましたが直陸体制に入ります
と、お盆休みなのでファミリーが多かったので着陸し
た時は、飛行機の中の乗客がスタンディングオベー
ションの方な拍手、無事に着陸して拍手とみんな

大喜びでした。こんな体験は初めてでした。着いた日
の天気は良くなかったのですが、帰る日にはようやく
天気が良くなり、ほど良く焼けたかなと言う感じです。
今回、草加市文化協会の賛助会員になりまして、事
務局長の秋山さんがお礼状と「日本の響・・・草加の
陣 2018」公演のＳ席チケット 2 枚をいただきました。日
程が迫っており、9 月 8 日(土)です。行きたい方がおら
れましたら事務局にお渡ししておりますのでお声かけ
下さい。

幹事報告

二階堂祐司幹事

皆さんこんばんは、皆さんのメールボックスに
入っていたと思いますが、職業奉仕セミナー、テ
ーマは「夢は語るもの」という事で「日高屋」の社
長の講演会があります。聞きたい方や日高屋の
ラーメンが大好きという方は是非ご参加下さい。
行きたい方は申し出て下さい。宜しくお願い致し
ます。
チャリティゴルフは、お陰様で 2 組いっぱいにな
りました。また、第 9Ｇ親睦ゴルフが 11 月 13 日に
千代田カントリーゴルフで行われます。草加松原
で 3 組にお願いしますと依頼が来ていますのでご
参加の程宜しくお願い致します。
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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

こんばんは、僕の名前はマグナスです。
日本の文化を勉強する機会を与えていただきありがとうございます。
オーストリア西の方から来ました。16歳です。一生懸命勉強して、日本の文化を
皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。宜しくお願い致します。
（英語でスピーチ、長谷部会員による翻訳）
≪マグナス君プロフィール≫
名 前
Magnus Valentin Trenker （マグナス ヴァレンティン トレンカー）
出身国
オーストリア フーサッハ
生年月日
２００１年１１月３０日（１６歳） 身長１８５ｃｍ
家族
父・母・兄（４人家族）
趣味
水泳・読書・バイクに乗る
初めてのお小遣い(*^-^*)
第一ホストファミリー 豊島宅（派遣生 豊島美咲さん宅）
通学高校
草加南高等学校 ２年３組 (岩槻から電車通学)

グループディスカッション
１テーブル
発表者 飯山英彦会員
私達のグループでは、森田久夫さんのご子息が結婚をされ、落ち着いた頃かと思うのでお声かけをさせてい
ただきたいと思います。他には女性へアピールをしていきたいという所で、歯科医の方、皮膚科医の方には
以前声掛けはしましたのでもう一声、森会長と共に出向いてみたいと思います。また、クラブ紹介のリーフレ
ットをもって勧誘したらと思います。その他には職業分類で金融機関等の方もという意見が出ました。
２テーブル
発表者 牛山信康会員
色々な意見は出ましたが、仕事関係から誘うのが良いのではないかとの意見が出ました。
草加の人口は約２５万、八潮が８．９万、それを考えるともっと２．３倍いても良いのではないか、もっといるは
ずではないか！誘ってくれないかと待っている方がきっといる！そういう方に行きあたらないという事もある
ので、お声かけをしていくという話がありました。
具体的には、西町の方や青柳の方などで活躍されている方、女性メンバーについては我々のテーブルでは
接点がないという事で、ギブアップ状態でした。
３テーブル
発表者 川井大輔会員
我々のテーブルでは、具体的な名前を出す前に会員増強の必要性や戦略的に動く必要性があるのではない
かとの話をいたしました。
具体的には職業分類に空欄がかなり多いのです。このテーブルでも歯科医がいないとの話も出ましたし、職
業分類を埋めていく必要があるのではないか！
もう一つは移動例会やゴルフなどのイベントに候補者を誘ってそこで懇親を深める中で誘っていったらどうか
との話がありました。個人的な名前を出すのはその次で良いのではとの話でした。

４テーブル
発表者 森 勇一会長
私達のグループはどうしたら会員拡大ができるかとの話から、取引先仕事を出している側が有利なアドバン
テージを持っているからその圧力をかけたりとの話も出ました。
また、ロータリーの国際奉仕・社会奉仕・職業奉仕と色々な奉仕があるので奉仕したくてしょうがないという方
を見つけだそう！それは難しいのではないかという意見、ロータリーに入ってみて色々交流していく中でボラ
ンティア活動や奉仕活動が楽しいという事からのめり込んでいくことが多いのではないかとの話が出ました。
しかし候補者を挙げていかないといけないので、ゴルフが好きな人や倫理法人会の方などなど何人か候補
者は上がりました。
また、商工会議所の関係で声掛けをした方もおりますので当たってみたいと思います。河井孝夫さんの後継
者の方にもお声はかけていますので引き続きお誘いしたいと思います。

社会奉仕委員会

大塚嘉一委員長

皆さんこんばん、先日の日曜日に私は出られな
かったのですが会長・幹事・佐々木奉仕部門委員
長に出ていただきましたが、草加松原ロータリー
の後援で卓球大会が開催されました。多くの方が
参加され卓球を楽しまれたとのことでした。

8 月 21 日
金額

ニコニコＢＯＸ

18,000 円

累計

141,000 円

8 月 21 日
出 席 報 告
会員総数
42
出席
18
出席免除
7
ＭＵ
3
出席適用
35
出席率
60.00
8 月 28 日 出席報告
会員総数
42
出席
24
出席免除
5
ＭＵ
3
出席適用
37
出席率
72.79
森

暑気払い家族例会について

二階堂祐司幹事

来週の暑気払い家族例会、マグナス君歓迎会を兼ね
て行います。電車で行かれる方は、草加駅に４時３０分
集合になります。青山一丁目駅から送迎バスを出して
いただけることになっています。
会場に直接行かれる方は、６時点鐘ですのでその前に
お願い致します。

今後のプログラム
9/11

ガバナー公式訪問例会

レセプション

9/18

金子乃男氏のよる朗読劇 レセプション

勇一会長 次週は明治記念館での暑気払い、とても楽しみです。親睦委員会の皆様宜しくお願い致しま
す。
二階堂祐司幹事 お盆休みに孫と旅行に行って来ました。私が抱っこしてもやっと泣かなくなりました。
うれしい！
飯山 英彦会員 会員増強フォーラム宜しくお願い致します。
牛山 信康会員 マグナス君ようこそ
大久保雄司会員 東北勢の甲子園初優勝ならず、残念！
大塚 嘉一会員 息子が裏庭に穴を掘りました。それを見て私の父が大きくて立派な穴だと褒めていました。
岡田 明久会員 昨日西那須野カントリーでゴルフを久しぶりにしたのですが、何でこんなに下手になったの
だろうと思うほどたたきました。
川井 大輔会員 今月は会員増強月間です。頑張りましょう。マグナス君ようこそ
勝浦 雅和会員 8/11(土)東京湾花火大会に行って来ました。規模が小さくなっているのを知りませんでし
た。
加藤 芳隆会員 会員増強委員会の皆様宜しくお願いします。
篠宮 時雄会員 暑さももうひと頑張りですね
鈴木 秀世会員 今日も暑かったですね、そろそろ涼しくなって欲しいですね。
田中 和郎会員 交換留学生マグナス君一年間日本を楽しんで下さい。
富永
悟会員 マグナス君いらっしゃいませ、1 年間日本を楽しんで学んで下さい。
長谷部健一会員 マグナス君ようこそ！！ お盆休みに帯状疱疹が発症しました。まだ治療中ですがあと 1
週間で完治します。
福本 孝昭会員 高校野球も終り暑い夏も一段落してくれればいいのですが

第３０３回例会 ８月２８日（火）
明治記念館 鶺鴒

