
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

◆ 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        

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

８月６日の例会記録 

 

昨年「第４７回ハートフルマラソン国際大会兼第２１

回バリアフリーマラソン足立」の「１０キロ部門」に挑

戦して「車いすとの出会いで人生が１８０度変わっ

た！今まで歩けなかったのが歩けるようになりまし

た！進むことができるようになりました！行動できる

ようになりました」というところなのです。 

１８０度変わられて、心も積極的になれた、何事にも

積極的になられたそうです。来年１２月のホノルルマ

ラソンにも出場される予定で、障がいを持つ子ども達

に勇気を与えたいと言うところでございました。 

 石井さんはポリオで生まれつき手足がマヒ、短距離

の歩行は可能なのだけど、激痛が走る！そのため学

生時代は、登校拒否、いじめにあっていた。人に触

れることが難しかったという方でございました。あと、

障がいをもって生まれて、物心がつく前にご両親が

離婚、お母様は再婚をされたのですが、再婚相手の

方から毎日殴られたとくるしい環境だったそうです。

その環境のせいか、１３歳で働き始めたが、体が思う

ように動かないのに働かされたが、今度は職場の上

司から殴られたということで、非常に苦しかった青春

時代！この車いすに出会うまでは自殺願望が絶えな

くて、引きこもりの人生だった！車いすに出会ってか

らは積極的になり、昨年４月には群馬県の大会で１０

キロ完走されたそうです。 

 

 

第３５１回 例会 ８月２０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  

皆さんこんばんは、８月３日に公共イメージ・会員増

強維持部門の合同セミナーが川口フレンディアで行

われ、出席してまいりました。当日は親睦委員長の長

谷部さん、公共イメージ部門委員長の鈴木さん、会員

増強維持部門委員長の二階堂さん、会報の写真には

３名で写っていますが、実際は４名で出席して参りま

したセミナーの中での基調講演がありました。有限会

社ラスタラスの石井隆司さんという方の講演があった

のですが、石井さんをご紹介させていただきますが、

生まれつき手足に障がいをお持ちで、歩行も困難な

のですが、自立されていらっしゃいまして自営業者の

方です。お年は６８歳だそうですが、見た目はお若く

見えていました。この方は車いすに乗られているので

すが、基本的には歩くことはできないのですけど、足

の動く範囲のところで車いすを漕がれる。今稼働され

ている足首を使って前進するところの車いすに乗られ

ていました。 

日本の技術が非常に貢献したという事を聞きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

会長 飯山英彦     幹事 富永 悟 

＊＊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 

  卓話 会員増強維持について 

 二階堂祐司会員増強維持部門委員長 

https://illustimage.com/?dl=2855


   

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

忘れない記憶があるということで、中学の時に開催さ

れたマラソン大会で校庭を３分の１ほど走り終えたと

ころで、先頭に抜かれて周回遅れになり、教頭先生

からもう走らなくていいと言われ、非常に無力感にか

られたこんなことなどから引きこもりになったそうです 

 今は、車いすに出会って、自分には使命がある！と

いうことで、「ホノルルマラソン」に加えて、「東海道五

十三次」を車いすで踏破する夢も持たれているという

ことで、障がいをもっている子どもに勇気を与えたい

ということで語られておりました。 

会場の皆さんは、目頭が熱くなって私もだいぶウル

ウルしていました。 

 

                                       

皆さんこんばんは、先程会長の方からお話がありました。石井さんですが、「ＩＭ」 

来ていただけるようお願いをしました。ポリオを患っている方です。 

生まれは足立区花畑で八潮にも住まれていたことがあり、今は足立区伊興町に住ん

でおられます。私も飯山会長と同じように聞いていて目頭が熱くなり、この方の話を皆

様にお聞かせしたいとお願いをしましたので、何卒宜しくお願い致します。 

 

 

 

 皆さんこんばんは、今年度ロータリー情報委員長を仰せ遣いました。私もロータリーに入りまして今年で３０

年になります。このところ体調は良くないのでロータリーをどれくらい続けられるかはわかりませんが、せっか

くロータリー情報委員長を仰せ遣いましたので私が知っている限りのロータリー情報をできるだけお話をさせ

ていただきたいと思います。今日は「ロータリーの友」が配布されていませんので「ロータリーの友」ができた

いきさつなど、来月お話させていただきたいと思います。 

 今日「地区のあゆみ」が配布されました。最後のページロータリーの歴史のようなことが出ていますので、ロ

ータリーの歴史を話したいと思います。 

 皆さんはご承知だと思いますが、日本のロータリーの第１号、お分かりですよね！「東京ＲＣ」です。２番目、

１年遅れて、「大阪ＲＣ」です。「東京ＲＣ」も「大阪ＲＣ」もロータリー本部がスポンサーです。その後、３番目に

生まれたのが「京都ＲＣ」です。スポンサーは「大阪ＲＣ」で、４番目は「名古屋ＲＣ」です。５番目が「横浜ＲＣ」

ということで、３大都市が中心でロータリーが誕生しました。埼玉県で一番にできたのは「川越ＲＣ」です。２番

目は？２４４ページを開いてください。右側のページには「川越ＲＣ」がスポンサーでできたクラブが「熊谷ＲＣ」

です。昭和５３年の１１月に誕生しています。その後に「浦和ＲＣ］ができています。昭和５４年８月になってい

ます。その当時、埼玉県は１つのゾーンでした。千葉も一緒でした。２７７０地区、埼玉が２つに分かれたのは

その後です。それぞれクラブが誕生するときにはスポンサークラブがあるわけですが、「浦和ＲＣ」の系列を見

ますと、「川口ＲＣ」から始まって「越谷ＲＣ」、「浦和北ＲＣ」、「草加松原ＲＣ」となっていますが、「草加ＲＣ」で

す。それがスポンサークラブ、右側を見ますと、「熊谷ＲＣ」がスポンサーで「大宮ＲＣ」が誕生しています。「お

宮ＲＣ」が「上尾ＲＣ」や「大宮西ＲＣ」など７つのクラブのスポンサーをしています。という形でスポンサークラブ

があって初めてロータリーの誕生になるということになります。それぞれの歴史があります。 

「草加ＲＣ」が誕生したときに先ほど申し上げましたが、埼玉・千葉が１つのゾーンでした。「大阪ＲＣ」をはじ

め全国から集まっています。その時の写真が家にありますが、草加小学校全国から集まり、盛大に認証状伝

達式をやっています。写真を今年中に皆さんにご覧になっていただきたいと思っています。 

皆さんがご存知のない話をひとつひとつ話していきたいと思いますので、期待をして下さい。 

  

第９グループのＩＭでは、この方に来ていただけるよう

市川ガバナー補佐の方で考えていらっしゃるとのこと

です。是非ともＩＭには参加していただいて石井さん

の話を聞いていただければと思います。私はこの方

の話を聞いてから、自分の置かれている環境が何百

倍も緩い、このような方がいらっしゃるということで、

褌を締めなおしているところでございます。 

今後も皆さんにご鞭撻いただきながら何とか会員

増強、増やしていきたいと思いますので、何卒お力

添えいただければと思います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さんこんばんは、今月８月２７日の例会は毎年恒例のシュガー・ヒル例会を行います。市川ガバナー補佐

もジャズを聴いてみたいと思われましたら是非遊びに来てください。本日の理事会で細かい内容を詰めていき

たいと思います。来週の例会は休会で、２０日の例会、私は仕事の都合でお休みさせていただきますので、本

日ご案内させていただきました。 

 ８月３日の「公共イメージ部門・会員増強維持部門合同セミナー」に私も出させていただきました。卓話をされ

た方、私も感動したのですが、非常に厳しい環境の中で頑張ってこられて、今生きていて良かったという話が

非常に心に響きました。 

 そして、一緒に参加した鈴木会員と話していまして、今年の小林ガバナーもポリオに感染していて、左手が

不自由になられているという話を知らなかったと言うのでさせていただいたのですが、実際に小林ガガバナー

が、着ていた上着を脱いてポリオ撲滅のための派手なＴシャツになりました。皆さん同じＴシャツを着ていまし

た。着替えている時に見えたのですが、左の腕は小さいのです。いつもズボンのポケットの中に入れていま

す。動かないのです。これから生まれてくる、または成長中の子ども達に同じような辛い思いをさせたくないと

いうことで、ポリオ撲滅しようと強い意識を持たれているのだと思うのです。これから１０月２４日には「ロータリ

ーデー」に各クラブでポリオ撲滅のためのロータリーデーをしてほしいということです。 

これからポスターは回ってくるかと思いますが、小林ガバナーのポスターは、手で何を意味しているかと言う

と、１インチです！約３センチです。昔からファイナルインチと言われ続けています。最後の１インチで撲滅でき

ると言っているけど、なかなか紛争地域でワクチンを届けることができない。ごく一部の２・３国で残っているが

何とかポリオを木滅して、天然痘と同じように地球上からウィルスをなくしたいということを強く望んでいますの

で、うちのクラブとしても１０月２４日に何かをするべきと感じました。 

ありがとうございました。 

 
 

 皆さんこんばんは、私もセミナーに参加してきました。石井隆司さん、足立区竹ノ塚出身ということで、私の地

元なのですが、知らなかったので本当に感動しました。私より９歳上で、６９歳だと思うのですが、あの頃の障

がい者と言うと、家から外には出さない！人目につかないようにという形で暮らしている人がいっぱいいたよう

で、お母さんが離婚され、お母さんが旦那さんを連れてと帰ってきた。血が繋がっていないお父さんから殴る

蹴るの暴行を受け、学校に行っても虐めを受けていたと言う悲惨なお話だったのですが、ご本人の努力が一

番大きいのですが、時代も変わり、素晴らしい人生を送れるようになって、本当に生きていて良かった！途中

に何度も何度も涙ぐみながら話している姿に貰い泣きしてしまいましたが、凄まじい人生を送ってこられたのだ

と本当に感じられました。 

 実を言うと、私の姪っ子にあたるのですが、２０歳までしか生きられないと言われていましたが、３０歳で亡く

なりましたが、その子が重度の脳性麻痺で、自分では何もできずに、姉の苦労をずっと見ていましたので、障

がいを抱えるということは本当に大変なことだと思っていました。 

 自分の生い立ちから語っていく、皆さんの前で話をするのも初めてと言っておりましたが、本当に時代が変

わって、このような方が何不自由なく一般の人と生活ができる時代が来たら本当に素晴らしいなと思いまし

た。 

その後の会員増強のセミナーは都合で出られなかったのですが、この話を聞くことができて良かったと思っ

ています。ありがとうございました。 



        

 

 

 

 

 

 

 

８月６日 ニコニコＢＯＸ 

金額 17,000 円 累計 114,500 円 

８月６日  出 席 報 告 

会員総数 4２ 出席 16 

出席免除  8 ＭＵ  2 

出席適用 34 出席率 51.52 

市川 英敏様  ８月もあと少しです。夏バテ・熱中症に気を付けて下さい 
飯山 英彦会長 誕生祝・結婚祝いの皆様おめでとうございます。 

市川ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。 
富永  悟幹事 本当に連日暑いです。暑すぎてやせてしまいそうです！ 
会田小弥太会員 誕生・結婚祝いの皆様おめでとうございます。 

牛山 信康会員 暑いです。もうじきお盆です。息子家族が帰省するので１年半ぶりに孫に会えます。 
楽しみです。 

大塚 嘉一会員 子供らは（高３・中１）夏休み、私も夏休みがとれるといいなあ！ 
岡田 明久会員 申し訳ありません、青島けんたさんのところに行って来ます 
川井 大輔会員 暑い日が毎日続き体調不良で困っています。誕生祝・結婚祝の皆様おめでとうございます。 
来栖 勝幸会員 誕生・結婚記念祝の方々おめでとうございます。 
篠宮 時雄会員 誕生祝・結婚祝の皆様お目出度うございます。 
高橋 昌夫会員 お誕生・結婚祝いの皆様おめでとうございます。 

いつもあまり盛り上がらない知事選ですが、草加市出身者が出て盛り上がるのでしょうか？ 
田中 和郎会員 渋野選手、全英女子ＯＰ愁傷おめでとう。新聞もテレビも渋野一色です。 
二階堂祐司会員 誕生日・ご結婚祝いの方おめでとうございます。 

合同セミナーでポリオ患者の石井隆司さんの講演に感動しました。 
長谷部健一会員 暑さが最高潮になりました。熱中症に注意しましょう。 

誕生・結婚祝いの皆様お目でとうございます。 
 

今後のプログラム 
8/27  暑気払い例会        シュガー・ヒル 

9/3   誕生祝・結婚祝       レセプション 

9/10  卓話「青空の家施設長」  レセプション 

  

 
 幹事報告      富永 悟幹事 
 皆さんこんばんは、市川ガバナー補佐ようこそお越しくださいました。

幹事報告させていただきます。 

・本日皆様のお手元に「地区のあゆみⅢ」が配られております。こちらは

２０１７-１８年度の「地区のあゆみⅢ」が発行の運びになりました。地

区内全クラブならびに全会員に配布させていただきます。と言うことで

す。この１０年間の地区の成り立ちが色々載っておりますので、是非

皆さんご活用していただきたいと思います。 

・次週８月１３日の例会は、お盆で休会とさせていただきます。 

ゆっくりとお休みになっていただきたいと思います。 

次回の例会は、８月２０日(火)、二階堂祐司委員長の「会員増強維持に

ついて」を予定しております。宜しくお願い致します。 
 

皆様先程は誕生日のプレゼントをありがとう

ございました。 

突然のことで何も考えておりませんでした。

今年度も頑張らせていただきますので、宜しく

お願い致します。ありがとうございました。 

http://www.wanpagu.sakura.ne.jp/summer20.html

