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国際ロータリーのテーマ

ロータリーは世界をつなぐ

第３５４回 例会 ９月１０日 草加市文化会館
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会長 飯山英彦

幹事 富永 悟

９月３日の例会記録
◆ お客様
第９Ｇガバナー補佐
米山学友会

市川 英敏 様
謝
振宇 君

◆ 会長あいさつ

飯山英彦 会長

皆さんこんばんは、マリキーナイーストＲＣとの支援
で行う予定だったプログラムですが、検討していった
結果、ハードルが上がってしまいました。今回は次年
度に向け考察とし、木村年度にグローバル補助金申
請に向けて準備をしていくことになりました事をご報告
させていただきます。
９月１日に草加市民体育館で「草加松原ＲＣ杯バレ
ーボール大会」が行われました。富永幹事・田川会
員・牛山会員・会田会員に私の５人で POLIO 撲滅の
真っ赤な T シャツを着て参列してまいりました。非常に
赤い T シャツ、インパクトがありまして、皆さんに伝わ
ったのではないかと思います。
今日テーブルの上に２種類のパンフレットをご用意し
ております。１つは、「ポリオデー」ということで、１０月
２４日、草加市中央公民館で午後２時３０分からにな
りますが、講演会がございます。これは例会になりま
すので、何卒時間等の調整をお願い致します。これも
バレーボール会場でパンフレットを配布させていただ
きました。当日は１５０名くらいの参加者で配布をお願
いしてまいりました。

もう１つのパンフレットは、「POLIO 撲滅」まであと一
息です。ロータリークラブはこの活動を３０年続けてき
ましたが、あと少しですと言うところで、ペットボトルの
キャップを集めて協力をして下さい。１７２０個のキャ
ップで１本のポリオワクチンが提供できますということ
が書かれたパンフレットです。こちらも配布させてい
ただきました。
今回のバレーボール大会は５４回大会とのこと、私
と幹事の年齢を超えておりまして、歴史の重みを感じ
て感服してまいりました。ロータリークラブも歴史を重
ねて皆さんが受け継いてきたものをこれからも引き
継いていかなくてはと重々と感じたところでした。

幹事報告

富永 悟幹事

皆さんこんばんは、幹事報告させていただきます。
本日２つございます。
・職業奉仕部門セミナー
日時 ９月２０日（金） 点鐘 午後５時～
会場 パレスホテル大宮
講師 本田博己さん
※講演を聞きたい方は、お申し出ください。
・入会３年未満新会員研修のご案内
日 時：１０月５日（土） 受付 9：00～18：00（予定）
場 所： 埼玉会館 2 階 ラウンジ
※セッション方式の討論、知り合いを広める目的
で研修とのことです。宜しくお願い致します。
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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

皆さんこんばんは、８月８月の第一例会ですね、私の
誕生日だととっても楽しみにして、お客さんのところから
帰って来る時に、うちの事務所の周りが区画整理をし
ているところで、ボコボコ砂利が敷かれていてそこに足
をとられ転んで怪我をして来られませんでした。まさか
１か月後の今日お祝いしていただけるとは感無量でご
ざいます。
今年もお仕事を頑張って、今日はポールハリスフェロ
ーをいただきましたので頑張って寄付をしたいと思いま
す。ありがとうございました。

皆さんこんばんは、本来は９月１３日が誕生
日なのですが、暦を見たりしましたら、１３日の
金曜日クリスチャンには縁起が悪い日です。
また、仏教から見ると仏滅です。１３日は外に
は行かないでおとなしく家にいようかなと思って
おります。誕生日はあまり好きでない、年を取
ってしまう！減っていくなら良いのですけど、増
えていくのは人生がどうも残り少なくなっていく
ような気がしています。
日曜日に、長谷部さんと山崎さんとゴルフに
行きました。涼しくて、非常に楽しかった！今後
ともよろしくお願い致します。

皆さんこんばんは、８月欠席してしまい申し訳ありま
せんでした。法人会のほうで２年間ほど、県の役員を
やっておりました。全ておりましたので９月からはロー
タリー ライフ を目い っぱ い楽 しんでいこ う と先日、
「RLI」を参加させていただいて、３時間目くらいで頭
が一杯になりまして、４．５．６時間目は、睡眠学習状
態でした。急にはロータリアンには成り切れないと言
うことがわかりました。少しずつ皆さんとやっていきた
いと思います。ありがとうございました。

皆さんこんばんは、松田さんと右に並んで、お誕生日は嬉し
いのか？ニコニコにも書いておきましたが、「最後のコーナー
を曲がってあとは人生下り坂だけど」という心境です
今年の３月で仕事を引退しました。それは、我々にとって生
まれてから死ぬまで一番かかわりのある「民法の改正」とても
これを覚えたりできないなと仕事を辞めました。先ほど、謝君
が富士山に登ったと話していましたが、下り坂では息が切れ
てとても無理なので、この誕生日に秋田県に行って来ます。
秋田県の真ん中に「秋田内陸縦貫鉄道」という鉄道が走って
いるのです。昔マタギが熊や猪に捕獲していた。山の中の列
車なのですが、列車に乗ってマタギになったつもりで野山を
駆け回って来ます。ということで来週はお休みします。

私は今月２３日で還暦を迎えます。まさか自分が還暦を迎えるとは思っていなかったです。昔子どもの頃にイメ
ージからすると、還暦と言うと、腰も曲がって相当と思っていましたが、意外に若いと自分では思うのですが、今日
おいでのガバナー補佐の市川さんは１歳下と分かりました。ロータリーに入ってずっと年上と思っていたのでショッ
クです。市川さんは貫禄があるので、６０歳はあれくらいの貫禄がないとダメ！私はまだまだだと思っております。
自分自身は肉体的にも精神的にも若いのではないかと自負はしていたのですが、最近は１週間以上前に風邪を
ひいたのに治らなくて筋トレも全然できなくて、ロータリーに入ったときにスーツを何着か作ったのですが、ここ１．
２年スーツを作るたびに、肩・胸を５ミリ詰めてなど、少しずつ詰めていかないと、体に合わなくなってきた！だんだ
ん筋肉が落ちてきました。筋肉を維持することは果たしてできるのか！以前はお風呂に入る前に鏡の前でポージ
ングしていたのですが、最近は見るのがつらくなってきた感じがします。５５歳で筋トレは辞めようかと思っていま
したが、６０歳なので５歳くらい伸ばして６５歳まで頑張れるように一生懸命鍛錬したいと思います。ありがとうござ
います。

結婚記念日祝ありがとうございます。このロータリークラブに入っ
ていなかったら結婚記念日は忘れていたと非常に助かっています。
お互いに記憶を辿ると言うところがありまして、いつだっけというよう
に頼る年になってきましたので、花が届いた時に思い返すことがで
きて楽しく過ごすことができております。忘れていると、かみさんが
思い出した時に困難な状況に陥りますので、今回はまたどこかに一
緒に行ってもらおうと、クルージングのチケットが手に入ったもので
すから行ってみようかと思っているところです。このカードを持って
いると、１０名くらい乗れるそうです。ご興味のある方はお貸ししま
す。来年の３月か９月まで有効らしいです。
ちなみにディナークルーズは２万円位、ランチクルーズは１万円
位だそうですが、船に乗るだけはただだそうです。軽食をと声をか
けられるようですが、いらないということであれば２時間コースただ
で乗れます。お声掛けいただければと思います。

こんばんは、 私は３３歳で結婚しまし
た。今では３３歳の結婚は遅いほうでは
ないですが、その頃は遅いほうでした。
今の天皇陛下の結婚が、たぶん３３歳
だと思います。今年で４４年になります。
金婚式があと６年、それまで頑張れるど
うかちょっと不安ですが頑張ります。あり
がとうございました。

皆さんこんばんは、今月は「ロータリーの友」月間なのです。ですから「ロータリーの友」が出来た経緯をお話しよ
うと思いましたが、時間がないので改めます。お手元に９月号の「ロータリーの友」が配布されていると思います。
今月は「ロータリーの友月間」と共に「識字率向上月間」でもあるのです。「ロータリーの友」の８．９ページに感動
的な記事が載っています。他のクラブが海外のクラブと提携して識字率向上に努力している、是非読んでくださ
い！感動的な記事です。「ロータリーの友月間」の記事は１２ページに載っています。１６ページに今世界で地域
雑誌として認められている３２地域の雑誌が載っています。ちなみに「The Rotarian」英字の雑誌ですが５０万部で
一番よく出ている雑誌ですが、日本は３番目に発行部がある！２番目はインド・バングラディシュ・ネパール・スリ
ランカが発行してりますヒンズー語と英語で書かれている雑誌です。これは国際ロータリーから認められている雑
誌です。次回時間がありました時に「ロータリーの友」が出来た経緯と歴史をお話したいと思います。

９月１日（日）草加市民体育館で開催
参加者 飯山会長・富永幹事・田川会員
会田会員・牛山会員

開催日 ９月１０日（火） 千葉カントリークラブ

松田淳子さん
優勝おめでとう
ございます

ロータリー財団
マルチプルポールハリスフェロー
小笠原薫子会員
米山記念奨学会 米山功労者（マルチプル）
長谷部健一会員（４回）
佐々木一男会員（２回）

皆さんこんばんは、先週の木曜日、草加シティ RC さんの公式訪問がございました。
第９グループでは最初の公式訪問でございます。草加シティ RC さんは、ボランティアの方が
集まったクラブです。そこは良いのですが、ロータリーの募金等々はしないとの決まりごとが
あるようで、そこは検討をとのことがございました。あとは普通通りの公式訪問で終わりまし
た。１０月には４つのロータリークラブの公式訪問がございますので宜しくお願い致します。

皆さんこんばんは、謝です。先月長谷部さんの奥様からご紹介いただきまして、富士山に
初めて登ってきました。結論から言うとすごく感動しました。ずっと見たかったご来光も雲の
下のほうから小さく点のころから昇ってくるのも見られました。登っている最中も満天の星空
で最高でした。最高しか出ないのですが、一生忘れない思い出になりました。
ただ自分のミスと言いますか、天気に恵まれまして、日中登っている時は暑くて、シャツ１枚
でも汗が流れるような感じで、それで夜１２時３０分くらいからご来光を見るために登る時に、暑かったのであま
り着こまなくても良いだろうと上下１枚に風を防止するためのものを羽織って登り始めたのです。そうしたら２．３
時頃には気温がマイナスになったのです。凄く寒いですし、風も強くて、しかも８合目くらいから高山病で頭が痛
く、３重苦で３回くらい止めようかと思ったのですが、ここまで来たのだから何とか行きたい、這ってでも行きたい
と思って何とか登り、自分を超えました。
帰ってから、こんなに２日間頑張ったのだから自分の体感的には、１．２キロ痩せたなと思って体重計を持ち
出して計ったら０．３キロ増えていました。私の体はどうなっているのだと納得いかない感じはあるのですが、非
常に楽しい２日間になりました。ありがとうございました。

今後のプログラム
9/17
9/24
10/1

フィリピン国際奉仕について レセプション
卓話「R 財団について」
レセプション
誕生祝・結婚祝
レセプション
９月３日

金額

ニコニコＢＯＸ

21,000 円

９月３日
会員総数
4２
出席免除
8
出席適用
34
市川 英敏様
飯山 英彦会長
富永
悟幹事
会田小弥太会員
牛山 信康会員
大久保雄司会員
小笠原薫子会員
川井 大輔会員
勝浦 雅和会員
来栖 勝幸会員
木村 博行会員
佐々木一男会員
田中 和郎会員
二階堂祐司会員
長谷部健一会員
松田 龍美会員

累計

148,500 円

出 席 報 告
出席
16
ＭＵ
2
出席率
51.52

国際奉仕について
先程会長から話がありましたが、フィリピン「ビントン
ブカフェ高校の水源確保計画」の視察に１０月１６日
～２１日まで行ってまいります。この中の何日間だけ
の参加も大丈夫ですのでお声掛けください。

草加松原 RC 杯ゴルフ大会について
飯山・富永杯第１回ゴルフコンペ、４組で決定しまし
た。天気が良いことを祈るばかりですが、この日はゴル
フ終了後例会もございますので宜しくお願い致します。

今月も宜しくお願い致します。先日草加シティ RC のガバナー公式訪問が終わりました。
草加松原 RC さんも宜しくお願い致します。
誕生祝・結婚祝の皆さん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せ、誕生・結婚祝の皆さんおめでとうございます。
誕生祝・結婚祝の皆さんおめでとうございます。
前回暑気払い例会は欠席して申し訳ありませんでした。その代わりにバレーボール大会日参
加したので勘弁して下さい。市川ガバナー補佐こんばんは、暑い中ありがとうございます。
誕生祝ありがとうございます。最後のコーナーを曲がったようであとは下り坂のみ、結構き
ついようです。
誕生祝・ご結婚祝の皆さんおめでとうございます。先月歩いていたら転んでけがをしてしま
いました。「注意１秒怪我一生」今後気を付けます。
体調不良のため２週欠席しました。誕生日祝・結婚記念日祝いの皆様おめでとうございます。
誕生日の皆様・ご結婚記念の皆様おめでとうございます。
市川ガバナー補佐ご来訪ありがとうございます。
誕生祝・結婚祝の皆さんおめでとうございます。
誕生祝・結婚祝の皆さんおめでとうございます。９月からは心を入れ替えてロータリーライ
フを楽しみます。まずはゴルフ宜しくお願い致します。
誕生祝・結婚祝おめでとうございます。
結婚祝ありがとうございます。
先週土曜日に RLI 全てのパートが終了しました。３年未満の方がたくさん来ていました。当
クラブの３年くらいの方にも参加していただきたいですね！
先週のシュガー・ヒル例会では多くの会員・家族参加して頂きありがとうございました。
９月の誕生・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
誕生祝・結婚祝の皆さんおめでとうございます。

