
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆ お客様  第９Ｇガバナー補佐 市川英敏様 

◆ 会長あいさつ      飯山英彦会長 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月２３日 ニコニコＢＯＸ 

金額 20,500 円 累計 84,500 円 

７月２３日  出 席 報 告 

会員総数 4２ 出席 22 

出席免除  6 ＭＵ  2 

出席適用 36 出席率 66.67 

７月２３日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、私は昨日、富永幹事は今朝帰っ

てきましたが、当クラブが地区補助金大口枠を活用し

た国際奉仕事業「水と衛生」ということでフィリピンの

高校を援助する打ち合わせに行って来ました。昨日

私は帰国したのですが、飛行機は台風の影響で 3 時

間くらい遅れて、着いたのは夜遅くなりました。車で行

っていて良かったとところでした。中では映画を 2 本く

らい多く見られましたし、有意義な時間を過ごせたの

ではないかと思います。 

 通常マニラは交通渋滞が激しくて、15 分くらいで行

かれるところが 1時間くらいかかる。鉄道がないという

ことがネックだと思います。今回は、空港に近いところ

のホテルをあえて選んでみたのですが、ソレア リゾ

ート アンド カジノ」と言うものすごく大きなホテルで、

名前の通りカジノ付きの総合型リゾートホテルです。

車が 1200台、スロートマシンが 1200台、カジノのプレ

ーテーブルが 300 台、その他にＶＩＰが使うところなど

本当に巨大な施設でした。中には国際展示場・会議

場・ショッピングモール、レストラン、劇場にアミューズ

メントパーク、これは今日本がお台場や横浜のほうに

誘致しようとしているＩＲ（インテグレーテッド・リゾート）

総合型リゾートホテルで色々なものを詰め込んであ

る。どこにも行かなくても楽しめる所だそうです。 

 

 

第３４９回 例会 ７月３０日 草加市文化会館 

会 長：飯 山 英 彦 

幹 事：富 永  悟 

 

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  

小池さんは誘致に躍起になっているようですが、色々

な問題はあるようですが、これが日本にできたら凄いな

と見てまいりました。先行でこのホテルの隣には岡田さ

んという日本人に方が出資している岡田リゾートという

ものがありました。これも大きな規模でした。現地の人

は殆ど泊まっていない！高すぎて泊まれないと言った

ところでした。 

 カジノは 24 時間やっている。朝行きましたら、皆さん

5.6 時からギャンブルしていました。私も試しにやってみ

ようと3万円ほどを1時間やって寄進してきました。取り

返すためにはどうしたらよいかと、聞いてみましたら、

ギャンブル理論では 2 倍 2 倍で賭けていけば、絶対勝

つ、但しどこで辞めるかが問題！次は 3 万円取り戻し

たところで辞めてこようとのイメージで誓ったところでし

た。次回は早めにご案内できればと思っておりますの

で皆さんにご参加いただければと思います。何とぞ宜

しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９‐２０年度  国際ロータリーのテーマ ロータリーは世界をつなぐ 

 

＊＊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 

  2018-19青少年交換留学生 

豊嶋美咲さん帰国報告 

今後のプログラム 
8/6   誕生祝・結婚祝       レセプション 
8/13  休会 
8/20  卓話 会員増強について レセプション 



  

  

   

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

皆さんこんばんは、会員増強維持委員会委員長に

なってしまいました。業種を言ってはいけないのかもし

れませんが、製造業はなかなか地元のネットワークが

できにくかったりする中で、会員は多くほしいと思ってお

りますので、皆様のご協力で、この方が入っていただけ

そうとありましたらお知らせください。私のほうが出向き

まして、お願いをさせていただきます。皆様からのご推

薦でしたら、大丈夫！良い会員になっていただける

方々ばかりだと思いますので宜しくお願い致します。 

 

 

 
 

皆様こんばんは、社会奉仕委員長の会田でございます。委員には加藤修三さん、横山正一さん、関 洋さんの

3人が委員としております。 

社会奉仕ということは、社会奉仕活動はロータリーの要、一番重要な所でございます。特に社会奉仕は地域社

会に対する奉仕ということで、我々会員一人一人に対して密接に関わってくるところでございます。 

先週土曜日、20日に奉仕部門のセミナーがありました。私と牛山部門委員長とふたりで参加してきました。 

長く継続している「黄色いハンカチ活動」があります。委員会の中でも継続事業の再生産、同じことを長く続けて

いくことはどうなのか？評価して見直しをしたほうがクラブの活性化になるのではということ、私も社会奉仕委員

長を何度かしていますので継続事業はどうなのかと話は出るのですが、イブニングからすると 15.6 年になり、か

なり長くなります。この活動の結果はどうかと言うと、困っている人がいたら助けて下さいという事、困ったときに

はこの黄色いハンカチを振りましょう！助けてもらって下さいという運動なのですが、この活動は年に 2 回「ふささ

ら祭り・福祉まつり㏌そうか」で啓蒙運動をしています。どちらの会場もこのハンカチを持っていて助かりましたと

言う方が毎年 1.2 名いるのです。配った枚数からすると数は少ないのですが、これを持っていて助かったという方

がいればもう少し続けたほうが良いのではと私は思います。何れ活動の継続については皆さんに相談していか

なくてはとは思いますが、今年は「黄色いハンカチ運動」を進めていきたいと思っています。 

 その他の活動は、「バレーボール大会・卓球大会」の支援、年末に恒例になりました「もちつき大会」がありま

す。これは会員の皆さんに出ていただいて、お餅をついていただかないと大変なのでご協力をお願い致します。 

 牛山部門委員長からは他の奉仕活動も考えて言ってはとのお話もありました。年度内に考えていき、別の奉仕

ができるようにと思っています。今年も皆さんのご協力を宜しくお願い致します。 

 

                  幹事報告       富永 悟幹事 
皆さんこんばんは、幹事報告は 2点ほどあります。 

・ＲＬＩ研修会、パート 1のご案内です 

 日時  8月 31日 開会 9時 30分  終了 ５時 30分 

 場所  埼玉会館 2階ラウンジ 

 参加予定者は、二階堂会員・木村会員です。 

他に参加希望者はお声掛けください 

 

 

 

皆さんこんばんは、大塚でございます。広い意味で

は会員増強維持の一部門ですが、多様な職種の方

に入ってもらって楽しくするということがやりたいと

思っていることです。それは会員を増やすということ

と矛盾しないし、いろいろな職業の人が集まってお

しゃべりしたりすることは面白いと思います。会員を

増やす、色々な職種も増やすと、二兎を追います。 

宜しくお願い致します。 

 

 委員長が欠席なので方針を発表させていただきま

す。ロータリークラブの職業奉仕委員会は独特のも

のです。職業に貴賤はありません 

どのような職業でも皆さんは誇りを持っています。 

令和元年にあたり、職業奉仕委員会として会員企業

をできたら訪問し、その企業の経営理念を理解し、

勉強したいと思うとともに、その会員企業の未来像も

知りたいです。また、訪問できない場合、自分の職

業についての卓話をお願いしたいと思います。 

 

 委員長が欠席なので方針を発表させていただきま

す。次世代を担う青少年の育成は、重要なプログラム

です。青少年交換事業にも参画出来る様、前向きに検

討していきたいと思います。 

世代を超えた立場で話し合い、交流を深め、様々な活

動を通じて次世代を担う未来の 

ロータリアンの育成を目指します。 

機会があれば、草加市内の高校生をお迎えし、交流が

図れればと思います。 

皆様のご協力をお願い致します。 

 

・次週の例会で、豊嶋美咲さんの帰国報告があり

ます。また、例会終了後には歓迎会を予定して

おりますので当日の食事は持ち帰り用のお弁

当を用意いたします。ご参加を宜しくお願い致

します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

皆様こんばんは、今年度国際奉仕委員長仰せ

つかいました山口です。同じく委員に瀬戸さん・芹

澤さん・中村(孝)さんの 3名がいらっしゃいます。 

方針は 2019-2020 のＲＩテーマは、「ロータリー

は世界をつなぐ」草加松原ロータリークラブもフィ

リピンのマリキーナイーストロータリークラブとの

友好関係・交流事業を継続していきたいと考えて

おります。 

また、先程会長のあいさつの中にもありました

が、フィリピンの水のない高校に水を供給する奉

仕事業の準備のお手伝いをしていきたいと考え

ております。宜しくお願い致します。 

ふぃりぴん 

 

皆さんこんばんは、ロータリー財団部門の加藤と申します。委員には前澤さんと私はまだ一度もお会いしたことが

ないので1人かな？と思っています。私は、財団が何をするのか、まだよくわかっていないのですが、飯山会長か

らお声があり、お断りするわけにもいきませんのでそのままお引き受けさせていただきました。 

 財団部門、ロータリーの活動の中の大きな柱になっているものだと思っております。要するにお金を集める、セ

ミナーが 9月 22日にありますので勉強してきたいと思っております。 

 その中で、昨年度の田中委員長から活動を引き継ぎまして５つの目標を設けました。 

１．会員一人当たり 年次寄付２００ドル＋ポリオ５０ドル 計２５０ドル 

  これは前田中委員長のご提案されました会費から徴収ということで無事終了ということです。 

２．フィリピン友好クラブの青少年奉仕へ推進 

  飯山会長・富永幹事が大変努力されまして、率先して寄付をしてきたということです。 

３．ロータリー財団奨学生への支援   該当者が決まれば支援することになります。 

４．初めてのベネフェクター1名以上 

  これは、他の方にお願いするわけにもいきませんので 1000㌦ですか、私がさせていただきます。 

５．ロータリー財団への理解を深める為の活動 

  以上 5つの目標を掲げさせていただきました。1年間宜しくお願い致します。 

 

 こんばんは、米山記念奨学部門委員長、2度目のお務めに

なります。米山も 25,000 円の寄付になります。会費と一緒に

20,000 円収めていただきます。あとの 5,000 円は会費から納

めますので会費を納めていただければ 100％達成はできま

す。 

 今までに 3名奨学生を受け入れています。韓国の委恩先さ

ん、中国の謝振宇君、锡林高娃さん、若い人がいますと活性

化されますし、例会も和やかになりますし良いなと思います。

毎年手を挙げていますが競争率が高いので回ってこない！

100％だけではダメなのだと思います。会の運営なども評価さ

れているのではと思います。これからも受入れを目指して頑

張っていきたいと思います。ご協力を宜しくお願い致します。 

  

 

 

  本年度ＳＡＡを仰せ遣いましたカルス勝幸と申します。前年度は長谷部さんからＳＡＡの勉強をさせていただき

ましたがまだまだ未熟な点も多々ありますので宜しくお願い致します。副ＳＡＡとして二階堂さん、高橋(昌)さん勝

浦さんがいらっしゃいますので、諸先輩方から色々伝授していただきたいと思いますのでご協力のほどよろしくお

願い致します。 

ロータリークラブの最大の魅力は、充実したプログラムが用意された例会にあると考えます。 

その例会を楽しくかつ緊張感のあるものにするため、運営をしっかり取り仕切るのがＳＡＡの役割と認識します。 

具体的には以下の職務を行います。 

・例会の司会進行        ・例会場への入場・退場許可    ・例会場の開門・閉門 

・早退・遅刻の承認や拒否   ・私語に対する警告          ・卓話の時間励行 

・例会場の秩序を乱す行為に対する警告と退場命令     ・例会場の設営・テーブルの配置・座席の指定 

・食事の献立・業者の選定等食事の手配            ・ニコニコボックスの管理とその募金状況の報告 

以上の方針により、飯山会長の目指す【みなでロータリーライフを楽しく】のお手伝いをしたいと思います。 

一年間よろしくお願いします。 

 

会長より ミニ情報 

米山記念奨学生、受入れ選考方法が変わりました。過去

2 年間の寄付額に今年度上期の寄付額が追加された状

態で受入れクラブが決まることになるそうです。現在当ク

ラブの受入れ順位、当クラブは現在 6位ということです。 

会長より ミニ情報 

 今回は急なことで山口委員長の都合が付か

ず私と幹事で行って参りました。大枠は決めて

きましたが、細かい所は委員長にお任せした

いと思います。宜しくお願い致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市川 英敏様  またお邪魔致します。宜しくお願い致します。 
飯山 英彦会長 市川ガバナー補佐ようこそ、クラブ協議会宜しくお願い致します。 
富永  悟幹事 市川ガバナー補佐ようこそいらっしゃいませ、今日 3時にフィリピンより帰ってきました。 
会田小弥太会員 市川ガバナー補佐ようこそ、ツユが 25日頃に明けそうです。素直にうれしいです。 
牛山 信康会員 建築設計を学ぶ学生が夏休み期間を利用して私の会社に実務研修で 10 日間通って来ていま

す。伸び盛りの若者を見ているとまぶしく思います。いいですね！市川ガバナー補佐ようこそ 
大久保雄司会員 大した盛り上がり関心もなく参議院選挙が終わる。少子高齢化日本、これから大丈夫かな？ 
大塚 嘉一会員 吉本興業まずは芸人さんとの雇用契約の契約書を作ることからはじめましょう 
加藤 芳隆会員 今日はクラブ協議会、先週に続きお疲れ様です。明日でようやく梅雨が明けそうで、雨も大切

ですけど、太陽が欲しいですね。 
川井 大輔会員 市川ガバナー補佐ようこそ、先日外孫が 3人初めて 1泊し帰り際、帰りたくないと泣き喚き 

大変でした。 
来栖 勝幸会員 先々週は草加駅東口の八幡神社祭礼があり、先週は草加駅西口の祭りがあり疲れました。 

草加は祭りが多くて大変です！ 
佐々木一男会員 クラブ協議会委員長の皆様ご苦労様です。 
篠宮 時雄会員 やっと本格的な夏が来そうです。暑さに気を付けましょう。 
高橋 昌夫会員 今週は梅雨が明けそうですね。やっと夏休みらしくなります。 
田川 富一会員 長かった梅雨も明日あたりは明けて暑さ厳しくなりそう。 

私は 5月生まれだからその頃が一番過ごしいいのですが・・・・ 
田中 和郎会員 明日からようやく天気予報に晴マークが付きました。市川ガバナー補佐ようこそ 
二階堂祐司会員 日曜日憧れの一人カラオケに行って来ました。90 分唄いっぱなしです。練習にはなりました

が、少しむなしかったです。市川ガバナー補佐ようこそ！ 
長谷部健一会員 市川ガバナー補佐ようこそお越しくださいました。クラブ協議会宜しくお願いします。 
福本 孝昭会員 ようやく梅雨も明けそうです。暑い夏を期待します。 
渡辺美和子会員 ガバナー補佐の市川さんようこそ 

 
 

皆さんこんばんは、先週各クラブの第一例会が終わりました。その報告をしたくてお邪魔しまし
た。まずこちらのクラブ様は、会員が 42名で出席が 22名、草加中央ＲＣさん、会員が 5名で 
出席が 3名、草加シティＲＣさんは、会員が 20名で出席が 8名、八潮ＲＣさん会員が 34名で出席
が 30名、八潮ＥＲＣさんは会員が 18名で出席が 11名、八潮みらいＲＣは 24名で出席が 20名、
人数だけではありませんが、草加中央さんには頑張ってほしいと思います。 

 地区の人数ですが、中川年度のスタートは 2590名でした。今年度小林年度のスタートは 30名減り 2560名のス
タートでした。これは速報値ですのでどうなるかはわかりません。第 9グループのほうは年度計画書には 154名と
書かせていただきましたが、143 名のスタートになりました。草加松原さんの増強も 10 名増えました。30 名増やし
ていただければと思います。八潮ＲＣさんは第一例会で入会式がありました。徐々に増えておりますので、皆さん
のご協力を宜しくお願い致します。 

 

 先週例会の後、親睦委員会を行い６名出席いただき、色々なことが決まりましたので報告させていただきます。 
・ゴルフについて 
 キャプテンは前年度に引き続き山口昭人会員にお願いしました。副キャプテンとして加藤芳隆会員にお願いしま
した。年間 4回くらい実施しようということです。 

・ワンゲル部 
  ハイキングをやろうと、昨年はなかったのですが一昨年太平山に行って楽しい思いがあります。キャプテンを鈴
木秀世会員にお願いしまして、来年春にどこかという計画を話しました。 

・管理運営部門と奉仕プロジェクト部門の 2つの大きな部門があるのですが、今日は各委員長さんが発表しました
けど、部門として連携をとっていくかを、炉辺会合を開いて会長・幹事を交えて企画し、会員相互の親睦と情報
共有を図っていきたいと思います。企画した際はぜひ参加していただきたいと思います 

・懇親会終了の時にいつも「手に手つないで」を歌うのですが、この式を今年は小笠原薫子会員にお願いし。快諾
いただきました。 

・親睦委員会年間 180 万円という素晴らしい予算をいただいていますが、企画の段階で不足するかもとの心配が
あります。楽しくやるためには資金も必要、その場合はニコニコボックス、毎回の例会で皆さんのお気持ちをい
ただいております。これはぜひ続けていただきたいということと、毎月第一例会で誕生祝・結婚祝をさせていた
だきます。該当された方は少し奮発していただけるとニコニコボックスが豊かになって親睦にも使えるのかなと
いうこともあるので皆さんご協力を宜しくお願いしたいと思います。 

・来週の豊島美咲さんの帰国歓迎会、会費が 5000円になります。多くのご参加をお願い致します。 

 

第 1回飯山・富永杯に日程が決まりました。9月 10日(火)千葉カントリー 川間コース 5組予定しております。 

ご家族の皆さんの参加も大歓迎です。多くのご参加を宜しくお願い致します。 


