
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
◆ お客様   草加市長 浅井昌志様 
   第 9Gガバナー補佐 金杉 豊様 
草加青年会議所 理事長 三橋親弘様 

〃   専務理事 吾妻祐志様 
森 裕美様 篠宮明子様 田中百代様 
飯山スミ様 平野まさえ様 
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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１月８日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、そして新年あけましておめでとうご
ざいます。旧年中は大変お世話になりました。本年もどう
ぞよろしくお願い致します。 
 マグロが 3億 3千万円、一貫あたり２万２千円を 490円
で売っていた。どのような神経をしているのか私にはわ
からないのですが！色々なコメンテーターがテレビでコメ
ントしていました。普通に CM を流すと何億もかかるのを
一瞬にして話題を奪うのは十分に費用対効果があると、
おっしゃっていましたけど、どうなのでしょうか？そこまで
やる必要があるのかと私は思いました。と言いながら次
の日に銀座に行って「すしざんまい」へ、「もしかしたらま
だあるかな」なかったですね！そんなことから喉元を冷め
ないうちに、「100人の方に100万円をあげますと」凄いつ
わものが出てきました。ZOZOTOWN 経営者の前澤友
作、すでに 60～70人当選しました。おめでとうございます
とTwitterで返信しているらしいですね！「リツイートして、
もっともっと拡散して」世界で一番 Twitter の王者は
ZOZOTOWNの前澤だと広めてくれ！そしたら最高に嬉し
いと言っていました。良くやるな～我々ロータリーも寄付
を色々させてもらっていますけど上品ですが、彼のやり
方は下品かなと思ったりします。悔しかったらやってみろ 
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と言われてもできないですね！1 億円、しかもポケットマネ
ー、贈与税は大丈夫なのかな？ 
 さて、私事ですが、年末年始という事で例年北海道ルス
ツにスキーに行っております。今年も例年と違い、チャレン
ジャー的なことをやりました。スキー場の一番高いチャン
ピオンコースにゴンドラで上がっていきまして、そこで普通
はゲレンデを滑っていきますが、ゲレンデ、バックカントリ
ー、圧雪されていない！新雪が降ったまま、ゲレンデのコ
ース外を私の後ろには家内と子ども達 2人を連れてバック
カントリーを滑ったのですが、50m 行ったら後悔しました。
戻れるものなら戻りたい！凄い急斜面で戻れない！ストッ
クを刺して、後ろを見ようと突こうとすると持ち手まで雪の
中に！底なし沼のようです。これは大変、死ぬかもしれな
いと思いました。後から来た子ども達に携帯持っていたら
レスキューを呼べと！もう帰れない、次の日のニュース
で、雪山で遭難と出るのではないかと思いました。そんな
ことを雪の中で考えていました。色々な人にお世話になっ
たな～、儚い人生だった、みんなさようならなど思いながら
空を見上げておりました。そんな中でプロの外人のスノー
ボーダーなどが滑っていくので手を挙げてヘルプと言った
ら来てくれましたが様子を見てこれは無理だから諦めなさ
いと行ってしまった。本当に死んでしまうのではないかと、
あとは転げ落ちるしかないと板・ストックを抱きながら、丸
太が斜面を転げ落ちるようにして、かみさんと一緒に転げ
落ちてきました。何とかコースまで来る事ができ、本当に
生き返ったと感じました。一昨日の新聞だったと思います
が、バックカントリーで外国人の遭難急増と載っていまし
た。あとは新千歳空港から無時に帰って来る事ができまし
た。その後の人達は帰って来られなかった！ 
前途多難なスタートを切ったわけですけど、最初に苦労

すればあとは楽かなと思っています。皆様今年 1 年宜しく
お願い致します。 
 

＊＊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  ロータリー情報 



  

   

 

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

森会長から浅井市長に目録を贈呈 

レセプションルームの隣、和のおもてなしの施設が 3月に完成します。 

草加松原 RCの社会奉仕活動の一環として 10日に「ジンダイアケボノ 2本」を 

草加市に贈呈いたします。 

  

 

 

 

                 皆さんこんばんは、ご紹介いただきました浅井でございます。皆様明けましておめでとう

ございます。日頃から森会長をはじめ草加松原 RCの皆様には草加の町つくりのためにお

力添えをいただいていることに感謝を申し上げます。 

                 先ほど、「四つのテスト」がありました。基本的に自治体が目指すもの、「四つのテスト」の

２・４番が全く同じ考え方です。皆さんは日頃から草加市が目指すべき姿とロータリーの皆さ 

んが目指す姿、同じ方向で活動いただいていると感じています。 

 私が議員で会った時に若い議員に良く言っていたことは「自分が皆のために何ができるのかを考える。それはみん 

なのためになるかどうかという、手前の話！「皆のためになるかかどうか」と言うのは自分が皆のためにやるのは当

然のこと！そのうえで、その事が皆のためになるかなるかどうか、今回４日の朝の訓示の時も「自分が皆のために

何ができるのかという事を考えて」それが職員の皆さんに私が与える宿題ですと申し上げました。皆さんと手と手を

取り合いながら町を作っていきたいと考えております。 

 会長からルスツの話が出ました。実は私の親戚でも同じ時に行っていました。同じところを滑っていました。生きて

帰ってきているので問題はないと思いますが、かなり厳しい状況で外国の方も多く、遭難されていた方もいらっしゃる

という事なので自信のある方以外は、無理はしない方が良いと思います。 

 １７年前、議員になるかどうかという時に、議員にならなかったらという話もありましたが、議員になってしまったか

らしょうがないですが、メリハリのある仕事、仕事をするときは一生懸命にし、休む時は一生懸命に休む・遊ぶ時は

一生懸命に遊ぼうと思っています。土日は非常に公務が重なっていてなかなか難しいのですが、できれば平日に１

日だけ休ませていただきたいなと申し上げて私の新年の挨拶とさせていただきます。お招きいただいてありがとうご

ざいます。共に頑張って行きましょう。 

 

 

                       

 草加松原ロータリークラブの皆様こんばんは、今年度草加青年会議所理事長

を務めさせていただきます三橋親弘と申します。どうぞよろしくお願い致します。 

 改めまして新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致

します。 

  先ずは、昨年草加青年会議所は 50周年記念式典等を行わせていただいた際には大変お世話になりました。皆

様のご協力をいただいたお陰で盛大に 50周年を迎える事ができ、新たなスタート、51年目を今年迎える事ができま

した。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。我々草加青年会議所は 20歳から 40歳までの団体でして、

こちらに先輩方も沢山いらっしゃるのですが、毎年我々は約 20名会員拡大をしています。でも 40歳までですので人

数は増えないのです。現在 60名くらいおりますが、毎年 20名入り、20名出ていく、途中で辞めていくメンバーもいま

すが 60人前後をキープしてやっています。 

 ここにいらっしゃる先輩方も我々の親世代の方が沢山いらっしゃる中、ロータリーさんと一緒に協力していく中で会

員拡大も是非ともご紹介いただけたらと思います。我々も卒業して、町つくりをしていく中でロータリーさんに入らせ

ていただけたらと思うのでお互い上手くやっていけたらと思っております。簡単ではございますが本日はお招きいた

だきありがとうございます。本年も宜しくお願い致します。ありがとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

森  勇一会長 新年明けましておめでとうございます。正月は例年通り北海道へスキーに行って参りました。 
        今、新千歳空港が雪で大変なことになっていますが、私達は幸運なことに、無事帰って来ら

れました。まだまだついております。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 
二階堂祐司幹事 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。 
飯山 英彦会員 あけましおめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。 
牛山 信康会員 あけましおめでとうございます。 
大久保雄司会員 3番目の孫が 1年留年の末、卒業見込み、北海道庁の就職内定。出来ればロシアで住むか、 

働きたいとのこと、何を考えているのかさっぱり判りません。 
大塚 嘉一会員 息子の勉強を見ながら日本の歴史の復習をしました。ご先祖の努力を思いながら私もまた頑

張ります。皆様今年もよろしくお願いいたします。 
岡田 明久会員 新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 
川井 大輔会員 明けましておめでとうございます。今年も楽しい一年でありますよう。 
加藤 芳隆会員 明けましておめでとうございます。クリスマスにボストンに夫婦と次女で行って孫と遊んで

きました。 
勝浦 雅和会員 新年おめでとうございます。今年は、お正月は何もしませんでした 
木村 博行会員 参拝・墓参ばかりして新年をすごしました私です。今年こそやります！何かを！ 
        皆さんよろしくお願いします。 
篠宮 時雄会員 新年おめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。 
高橋 昌夫会員 あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。 
田川 富一会員 新年おめでとうございます。 
田中 和郎会員 新年おめでとうございます。森・二階堂年度もあと半年、出席率を上げてロータリーを楽し

みましょう。お客様ようこそ！ 
富永  悟会員 草加市長、第 9Ｇ金杉ガバナー補佐、草加ＪＣ理事長.専務理事、ご家族の皆様ようこそいら

っしゃいませ、明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。 
福本 孝昭会員 あけましおめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。 
来栖 勝幸会員 あけましおめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 

 

 

                皆様こんばんは、新年明けましておめでとうございます。本日はお招きいただきありがと

うございます。 

               このクラブに来ると落ち着く、なぜかなと思いましたら、岡本さんがいるからかな？と自分

のクラブにも岡本さんがいる。だから草加松原には来やすい、落ち着くというか、そのような 

雰囲気の中で来させていただいているのかなと思います。今日は新年の挨拶という事なのですが、挨拶と言うかお

願いなのですが、先ほど市長さんも「みんなのためになるかどうか」、まさしく私が今年度目指している「ＩＭ」がその

ようなことなのです。このクラブに対しましては奉仕活動に対してもクラブの親睦にしてもしっかりされていますので

心配はしていませんが、自分のクラブもそうですが、奉仕活動が押し売りになっていないか？奉仕を受ける側が本

当に喜んでいるかどうかをもう一度見直そうという事、奉仕も寄付もそうですが、ただお金を出せばよいのか？とい

う事でもないです。このクラブに対しては青少年交換・米山に対しても一生懸命やっていただいていますので何も言

う事はないのですが、財団・米山ともに地区目標を目指していただければと思います。 

 米山は私も 4年間地区委員をしてきましたが、現状 73 クラブあります。米山の学生を受けたいというクラブは 50

クラブくらいありますが実際に来る学生は 30名程度です。すると世話クラブになれないクラブもあります。その為に

はどうしたらよいかと言うと、寄付しかないのです。寄付額で決まります。 

 その他、ひとこと言わせていただければ、会長もクラブの問題点で言われておりましたが、本当に良いクラブと思

いますが、出席率だけもう少しあげていただけないかと思います。残りあと半年、森会長を盛り立てていただけない

か！ほかの数字は問題ないですが出席率だけ何とかならないかと、私は今年度ガバナー補佐を受け、各クラブに

数値目標だけをお願いしております。ガバナー補佐はガバナーの意向を各クラブに伝えるだけです。相談事があ

れば相談には応じていますが、ガバナー補佐が何をしなさいということはありません。あくまでも地区目標という事

でこの出席率が 90まで行かないでも７０・８０にしていただけると今でも素晴らしいですが、本当に素晴らしいクラブ

になると思います。今はロータリーも少し変わってきて、出席が義務ではないという方もおりますがゆるくなっただけ

です。本来出席は義務です。月 2回の例会と言う形もありますけど、柔軟性をただ楽にと言う事でなく、柔軟性を厳

しくすることも緩くすることもありと思います。ルールだけは守って、厳しい部分と楽しい部分、例会のセレモニーは

厳しく部分がある。そこは厳格にやっていただきたい。残り楽しい部分は大いに楽しんでやればよいと思います。出

席率向上に務めていただければと思います。本年も宜しくお願い致します。 

 

          大塚嘉一社会奉仕委員長 

明けましておめでとうございます。23 日光輪の家での餅つき大会、本当に皆さんありがとうございます。私も初

めての経験でしたが、皆さんが色々な所でお手伝いしていただき、このような地道な活動がロータリーの良い点、

国際的な活動も良いことですし、地道な活動も大切なことです。利用者の方々が本当に喜んでくれていました。重

ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月８日 ニコニコＢＯＸ 

金額 25,000 円 累計 399,000 円 

１月８日  出 席 報 告 

会員総数 43 出席 20 

出席免除  8  ＭＵ  2 

出席適用 35 出席率 62.86 

幹事報告       二階堂祐司幹事 

皆さんこんばんは、明けましておめでとうございます。

本日幹事報告はございません。 

年末は餅つき大会にご協力いただきましてありがとう

ございます。今日来ていただいております令夫人の皆様

もご協力いただきましてありがとうございました。あと半

年ありますので引き続きご協力を宜しくお願い致します。 
 
 

今後のプログラム 

1/22  卓話 職業奉仕について  レセプション 

1/29  会員卓話            レセプション 

2/5   誕生祝・結婚祝       レセプション 

 

 

 

 

青少年交換留学生     

マグナス・トレンカー君 

 みさんあけまして 

おめでとうございます。 

きょねんは、ほんとうに楽しかった。 

今年もよろしくおねがいします。 
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