
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆ お客様   

 2770地区ロータリーの友代表委員 恵川 一成様 

青少年交換留学生 マグナス トレンカー君 

◆ 会長あいさつ        森 勇一会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

１０月３０日 ニコニコＢＯＸ 

金額 21,000 円 累計 291,000 円 

１０月３０日  出 席 報 告 

会員総数 43 出席 14 

出席免除  ８  ＭＵ  3 

出席適用 35 出席率 48.57 

１０月３０日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、 草加市長選、草加市議会選が

無事に終わりました。我らの仲間のご子息が見事当

選されました。誠におめでとうございます。 

 今日ニュースを見ていましたら、貴ノ岩が告訴を取

り下げた、どういうこと？担当の弁護士さんが発表さ

れた。なぜ師匠の貴乃花が自分は引退してまでもか

ばった愛弟子がどうして告訴を取り下げたのか？私

が疑問に思った！貴ノ岩本人が理由を言っていまし

た。「もう耐えられない！祖国モンゴルでもの凄いバッ

シングにあっている！日馬富士は英雄になっている。

日馬富士に対して告訴しているから被告になってい

る。祖国に残してきた親兄弟みんながいじめにあって

いる。祖国から電話があり、頼むから取り下げてほし

い、耐えられないとファミリーに頼まれ、泣く泣く取り

下げるはめになったという事だそうです。お辞めにな

った元貴乃花親方はどのような気持ちになったのか

な～と他人事ではなく、日本では考えられない、国際

的な問題は深いものもあるでしょうけど、最近スポー

ツ界では色々と事件事故が起きている。 

 

 

第３１３回 例会 １１月６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 

 

先日もお話しましたが、駅伝での事故やバトミントンダ

ブルスで後ろの人がシャトルを打とうとして、ペアーの

目を叩いてしまい、1800万損害金を認めたとのニュー

ス、最近多いですね！スポーツに関するニュースがい

ろいろ出てきて不思議な気がします。 

 今週末１１月３・４日、「ふささら祭り」です。今年は 2

日間開催です。3 日は商工会議所まつりもあります。

ロータリーは例年通り、松並木の遊歩道の所にブー

スを出展いたします短い時間でも構いませんので、ご

協力をお願い致します。 

＊＊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 

 
 

    

今後のプログラム 
11/13   地区大会に振替   大宮ソニックシティ 

11/20   会員卓話           レセプション 

11/27  卓話  2770地区Ｒ財団  レセプション 

資金増進委員長 早船雅文様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                         2018-19年度 ロータリーの友地区代表委員 

                           江川一成様（大宮シティＲＣ） 
≪ロータリーの友について≫ 
ロータリーの友は、60 年以上も前からロータリアンが手を取り合って友誌を通じ 2770 地区の素晴らしいクラブの活

動を、日本国内の会員へ紹介することで、持続可能な良い変化をもたらしてきています。 

 「ロータリーの友」は 1952 年 4 月に開催された第 60 地区大会において、7 月から日本の地区は 2 地区に分割さ

れることになり、日本の 2地区で共通の雑誌を発行するとの決定があり、これまでともに活動をして来た日本のロー

タリアンが分割されてからも緊密に連絡を取り合い、情報を共有するための機関誌として「ロータリーの友」が発行

されることになりました。 

第 1 回の準備会は大阪で、当時の星野行則ガバナー（大阪 RC 初代会長）と露口四郎氏（大阪 RC 異例の幹事歴

の持ち主）が幹事役となり、東京・横浜・京都・大阪・神戸の各クラブの代表者が参加して開催されました。 

本格的に色々決められたのは、1952年 8月 16日、岐阜市の長良川湖畔の大竹旅館での会合で！ 

 1953年（昭和 28年）1月から毎月発刊すること、価格を 50円とするが、広告を取って 100円分の内容のある雑誌

とすること、名前を『ロータリーの友』とすることが決定されました。 

最初は横書きでスタートした『ロータリーの友』ですが、その後、俳壇、歌壇など横組みでは具合が悪い欄があり、

1972 年 1 月号から縦書き、横書きを分けてそれぞれに表紙を付けました。左に明けると横書き、右に明けると縦書

き、横書きという形の「ロータリーの友誌」になりました。 

「ロータリーの友」は日本のロータリー34 地区のクラブ会員のためのロータリー地域雑誌としてＲＩの方針や全世界

のロータリアン並びにロータリークラブの活動を国内の会員に紹介して海外のロータリー活動に対する興味を高

め、国内の地区・ロータリークラブおよび会員の活動状況をしょうかいして親睦を図り、また国内外における各種ロ

ータリー情報を掲載することによりロータリー精神の要請、ロータリー活動の発展に寄与することを、目的としていま

す。ロータリアンの義務として、「会費の納入・例会の出席」と共に「ロータリーの友」の購読があります。 

≪ロータリーの友委員会について≫ 
＊委員会組織について 

 「ロータリーの友」委員会は、静・副委員長、ＲＩ理事、特別顧問、顧問、地区代表委員、編集長により構成されてい

ます。その役割は、「ロータリーの友」を編集・発行している「一般社団法人ロータリーの友事務所」の予算・事業

計画・報告などの審議を通して全般的に指導監督します。 

＊「ロータリーの友地区代表委員」について 

「ロータリーの友」編集の独立性や地区・クラブとの関係性を重視しているため、「ロータリーの友委員会」の構成

員である「ロータリーの友地区代表委員」は「ロータリーの友」に関するガバナーも代理者としても任務を担ってい

ます。まずは毎月のレポートによる編集内容の評価や提案をし、また地区内の情報を編集部へ提案します。この

ように評価する立場でありながら編集にも協力するという、機能を優先した現実的設計の中での活動がありま

す。「地区代表委員」と「法人ロータリーの友事務所」とのコミュニケーションを密にしていくためゾーン別会議を、

８月と 3月に合同会議を開催しています。 

＊地区における任務 

 広く機会を求め、地区内会員への「ロータリーの友」誌およびその他の出版物の広報並びに活用促進活動に努め

る。また地区内の情報収集に努める。 

 ①地区公共イメージ部門の会議の開催に協力し、各クラブに「ロータリーの友」への理解を深めていただく、読書

率向上と活用促進をお願いする。 

 ②「ガバナー月信」などの地区内発行物を通じて「ロータリーの友」に関する情報を発信する。 

＊「ロータリー日本 100年史」 

 日本のロータリーが 100周年の節目を迎える 2020年 10月発刊を 

予定している「ロータリー日本 100年史」の編纂については 

「ロータリーの友委員会」が主体的に取り組んでいる活動です。 

当初より、ロータリー文庫やロータリー米山記念奨学会等の各機関 

とも連携し、各機関から選出されたいいんによる編纂委員会を通し、 

また、各地区の協力のもと、原稿執筆や資料収集など、具体的な 

活動に入っています。単に出来事を羅列することなく、その時代ごとに 

論議された「情報・知識」を読み解くことで、ロータリーの思想の流れを 

振り返り、各クラブが次のロータリー運動の新たな世紀を切り拓く道標 

となるように進めていきます。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                   

青少年交換留学生 マグナス トレンカー君 
  みなさんこんばんは、せんしゅうのにちようび、 
ロータリーのミーティングです。きむらさんととよしまママ、 
３ぷんすぴーち、ちょっとむずかしい、でもがんばった！ 
あしたはがっこうのまらそん、１２キロメートル！ちょっとやばい！ 
たぶんだいじょうぶです。ありがとうございました。 

 
10月 31日「埼玉スタジアム 2002公園」にてマラソン大会が 

開催されました。マグナス君は見事 12キロを走りぬき完走しました。 

11月 1日（木） シュガー・ヒルにて開催 
≪参加者≫ 
森  勇一会長  二階堂祐司幹事  牛山信康会員     
川井大輔会員  木村博行会員     篠宮時雄会員    
鈴木秀世会員   田川富一会員     田中和郎会員   
富永  悟会員   長谷部健一会員   山崎秀美会員 
川井千恵子様   篠宮明子様     長谷部芳枝様    

森 裕美様      荻田郁子 

 

 

11月３・４日 草加松原松並木にて開催   ≪参加者≫ 
森  勇一会長  二階堂祐司幹事   大塚嘉一社会奉仕委員長 
飯山英彦会員   牛山信康会員  川井大輔会員  会田小弥太会員 
岡田明久会員  木村博行会員  加藤芳隆会員   佐々木一男会員 
勝浦雅和会員  鈴木秀世会員   田川富一会員   田中和郎会員   
高橋昌夫会員  富永  悟会員   内藤一夫会員  長谷部健一会員   
森 裕美様     田中百代様    マグナス君     岡本  荻田 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恵川 一成様  「ロータリーの友」にご理解いただきますようお願いします。 
森  勇一会長 本日は大宮シティＲＣから恵川様、ようこそ草加松原へいらっしゃいました。卓話を楽しみに

しております。 
二階堂祐司幹事 ロータリーの友地区代表恵川一成様本日は宜しくお願いします。 
飯山 英彦会員 地区代表委員 恵川一成様、ロータリーの友の卓話ありがとうございました。 
牛山 信康会員 恵川さんようこそ。お久し振りにお会いでき、今夜は卓話よろしくお願いします。 
大塚 嘉一会員 息子が英語しかしゃべることが出来ない英語村という所に行ってきました。英語は得意ではな

いはずなのにネイティブの先生と仲良くなったそうです。 
川井 大輔会員 ロータリーの友地区代表委員、恵川一成様お久しぶりです。卓話よろしくお願い致します。 
加藤 芳隆会員 地区代表 恵川一成様の卓話、宜しくお願いします。先週夫婦二人で秋田・青森の観光ツアー

に行ってきました。バスが満席で年配者ばかりでした。 
勝浦 雅和会員 今日来年の手帳を買いました。早く使いたいです。 
木村 博行会員 ロータリーの友地区代表委員恵川様ようこそ！卓話よろしくお願いします。選挙も終り、浅井

新市長が誕生、期待したいですね。宣光君もおめでとうございます。 
佐々木一男会員 卓話「ロータリーの友」恵川一成様ありがとうございます。 
田中 和郎会員 先日の市議選で「田中のりみつ」が無事当選させていただきました。ご支援いただきました皆

様ありがとうございました。 
高 橋昌夫会員 ロータリーの友地区代表恵川一成様、卓話ありがとうございます。 
富永  悟会員 ロータリーの友代表委員 恵川一成様本日は卓話ありがとうございます。 
長谷部健一会員 一昨日、昨日と四国の香川県と小豆島に行ってきました。天気が良くて最高の社員旅行となり

ました。恵川一成様本日は卓話を宜しくお願いします。 
山崎 秀美会員 ロータリーの友地区代表委員 恵川一成様卓話楽しみです。久しぶりにロータリーにひらせて

いただきます。 
福本 孝昭会員 毎日株が下がって大変です。今日思い切って買ってみました。インフルエンザの予防接種をし

てきました。早めの対応が必要だと思います。 

≪ふささら祭りについて≫   

            大塚嘉一社会奉仕委員長 
11 月 3 日、早朝に二階堂幹事と会田会員が設営を
して下さることになっております。 
皆さんは８時３０分頃にお出でいただくと有難いで
す。終了予定は 4時ころです。 
私は初めての参加なので皆さんのお力添えが頼り
です皆さん宜しくお願い致します。 
ふるにいなくても時間の都合のつくときだけで構い
ません宜しくお願い致します。 
黄色いジャンパーをお持ちの方はご持参ください。 
テントナンバー「７」です 

幹事報告       二階堂祐司幹事 
皆さんこんばんは幹事報告です。 

＊当クラブから草加市に寄贈いたします「桜の木」で
すが、レセプションルームから見えます建設中の和
室横に植樹、「ソメイヨシノ」はカミキリムシに侵され
てしまうというので苗木を育てないという事で「ソメイ
ヨシノ」の娘、「神大曙」を来年 2 本植えることになり
ました。植樹の時には皆さんご参加下さいますよう
お願い致します。 

＊地区大会が１１月１０・１１日に開催されます。 
  11 日には八神純子さんの講演があります。クラブ
の方だけでなく、一般の方もお誘いくださいという事
でチケットが 50枚ほど届いております。必要な方は
事務局までお声かけ下さい。 

＊ふささら祭りについては社会奉仕委員長から後ほ
ど報告があると思いますが、昨年も行いましたが 3
日に文化会館駐車場（ワールドバザール会場）で
「暴力団排除及び交通安全」の啓発品の配布を行
います。皆さん是非参加をしていただきたいと思い
ます。 

    場所  ワールドバザール会場 
    時間  午後 2時 30分～ 
 

≪青少年交換オリエンテーションについて≫  

木村博行カウンセラー 
 10 月 28 日(日)、マグナス君がオリエンテーションで
3分間のスピーチを日本語でしました。 
テーマは、「自分の国の紹介」という事でカツレツのよ
うなものが特産品というような話をしていました。 
ホストファミリーの豊島美咲さんのお母さんも参加し
ておりました。 
他の留学生も日本語でスピーチしていましたがマグ
ナス君は日本語で作文を書いて来て発表している姿
がいじらしく、とても良かったです。 
今後もオリエンテーションがありますので参加してま
いりますが日本語が上手になってきました。 

 

4回目表彰 山崎秀美会員 


