
                     

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆ お客様    米山奨学生 徐 緒隆君 

◆ 会長あいさつ      木村 博行会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                       

８月１８日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、お盆中はいかがだったでしょう

か！まだお休みを取っている方もいらっしゃるかとの

感じもします。 

 先週、うちの事務所もお盆休みを取ったのですけ

ど、私と妻だけが仕事をしていて、1 週間ずらして今

週休みのほうが良かったのかも、今週のほうが暇な

感じが致します。12・13・14 日あたりを普通に動いて、

今週からお休みを取っているところもあるのかなと思

っています。私は前回もお話しましたが、誕生日が 8

月 13 日でした。妻にわがままを言ってレコードプレー

ヤーを買ってもらいました。CD ではなく、何でレコード

プレーヤーなのかと思うかもしれませんが、家に古い

レコードが山ほどあるものですから、学生時代は金明

町の家に住んでいましたから、お袋が亡くなって、先

日お墓参りに行って来ましたが、9 年経って、父親も

昨年 12 月から清門町にある「明生苑」に行ってしまっ

て、実家の方はガランとしてしまい、そこに置いてあっ

たレコードを聴いてみたいと持ってきたのですが、考

えてみたらプレーヤーがないのです。インターネットで

調べたらジョーシン電気に売っていることがわかりま

した。独協大の近くのお店に行ったら売っていたので

す。それを買ってもらいました。久しぶりにレコードを

聴いたら味があって良いな～、家の子ども達も喜んで 
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いました。今私はレコードを聴くという事が一番良い

な！今はどこをどうしたら良いかわからない機械が多

い！昔は自分で組み立てたり、ラジオを作ったりされた

先輩方もいらっしゃったかなと思いますが、今はスマホ

などもそうですが、いじれるものではないのでしょうけ

ど、手作りなどもしても良いのではないかと思った夏休

みでした。 

 先日八幡町会でラジオ体操を 1週間だけしました。初

日は 70名くらい集まりましたが、5日目には 150人くら

い集まり、小さい公園ですから、老若男女密状態だっ

たので、やはりお祭りは控えるべきだとの反面、皆さん

朝から休みなのに行くところもなくて、ラジオ体操であ

んなに集まるのだから「ふささら祭り」をしたら大変なこ

とになるのかなと思い、時代の流れですから自粛する

必要があるのかと思いますが、みんな仕事以外のこと

で集まりたいとの思いを感じた町会の行事でした。 

 仕事で遠い所の方ですが、LINE の動画でやり取りを

することができる。今度卓話の時に大塚先生がお話す

るかと思いますが、裁判所も公証人役場も今はテレビ

会議である程度の本人確認を行われているので、我々

の土地取引も施設などに入れなくても本人確認ができ

るようなことが当然になってくると思います。出かけた

方もいらっしゃるかと思いますが、木村家は草加からほ

とんど出なかったという珍しいお盆を過ごしました。 

このロータリークラブもできる範囲で皆さんと楽しみた

いと思っております。 

 今日は松田委員長の卓話よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２０２０‐２１年度  国際ロータリーのテーマ ロータリーは機会の扉を開く 

 

＊＊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 
ZOOM 取り扱い講習 

 
 

    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

会員増強維持部門   松田龍美委員長  

              皆様こんばんは、委員長の松田です。拙い話になると思いますが、よろしくお願い致しま

す。8月 10日、11時より「ZOOM」によりまして会員増強維持部門のセミナーがありまし 

た。「ZOOM」ですから皆さんの顔を見るだけで知らない方ばかりでしたが、当クラブからは木村会長と私が載 

っておりました。八潮みらい RCの市川さんが司会をされておりました。125名の参加者でした。大勢の参加で 

びっくりしました。大宮・浦和や川口などの会場でとなると、このような人数は集まらないのではないかと思いま 

した。 

 司会の下にセミナー始まったのですが、増強するにはどうしたら良いのかとの話になると最初に出たのは、

女性会員を増やしましょう！今地区で女性会員は 8パーセントくらいしかいない！当クラブでも今は 2人です。    

私が昔オーストラリア、ブリスベンのロータリークラブにメーキャップに行ったことがあるのですが、そのクラブ

は約 80人のメンバーの内、35人くらいが女性会員でした。会の進行も日本のロータリーとはかなり違う。 

昼の 12時からの例会でしたが、11時くらいから皆さん集まってきて、バーカウンターがあって、お酒の好きな方

は、そこで 1 杯飲んで、それから例会が始まるわけですが、会長の挨拶など短いのです。話をしたい方が話を

する。スケジュールなどはあまり決まっていない！ニコニコなども「スマイルボックス」と言って、かごを持って皆

さんの周りをまわる。何か一言をいい、お金を入れる。 

私も日本から行ったわけですから、自己紹介などしてと言われたら困るなと思い、前の晩に、少しだけコメン

トしようかと、かみさんの助けを借りて、準備をしました。拙い英語で嫌だなと思っていましたが、言われたらとし

ょうがない、しかしそのようなことはなかったです。 

 昨年度は、地区で 144人会員が増えましたが、退会者が 240名出ました。これでは増強にならず、クラブを維

持するのでいっぱいという事です。 

当クラブも委員長が一人で頑張っても何もできないので、皆さんに協力をしていただいて、会員増強をしてい

きたいと思います。 

 2 名の新入会員が入ることにはなっておりますが、入会式はガバナー公式訪問の時にする予定になっており

ます。 

 セミナーでは、ガバナーの挨拶や研修リーダーの挨拶などありました。11時 30分から北本 RC佐京雄都さん

という若いロータリアンが講演をしてくれましたが、その話がとても素晴らしい！22歳の方で 19歳の時にロータ

リーに入られて、何年かやっておられる。このような若い方がどんどん入られれば、コロナにも負けずに日本の

経済など全てが良くなるのではないかと思うような講演でした。 

私の家は、家族 3 人で聞いていましたが感激しました。そのあと質疑応答があったり、地区研修リーダーの井

原さんの話があってセミナーは無事終わりました。 

私も「ZOOM」で会議などしたことはありませんので、お恥ずかしいのですが、全部娘の力を借りてやりまし

た。設問がありますので読んでいただいて、協力をしていただきたいと思います。よろしくお願い致します。 

ありがとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会員増強維持委員会設問            

五つの設問（グループディスカッション） 
① 皆様のクラブの活性化（良いクラブにする）には、どのような行動を起こされますか 

② 皆様のクラブの会員維持の方策をお聞かせください。 

③ 今年度は会員増強と会員維持に分けてお考えいただきたいと思いますが、皆様での話し合い(クラブフォー

ラム)をそれぞれ緩解開催されますか。 

④ クラブ増強にとって大事な女性会員の増強について、どのように考えますか。 

⑤ 皆様のクラブが目指す、将来のクラブ像は。 
  

 Ａグループ    長谷部健一会員 ・牛山信康会員 ・ 田川富一会員 ・ 田中和郎会員 ・ 徐 緒隆君 

  ① ・例会プログラムを充実させる           ・コロナ時代の親睦を図る上で、あまり恐れ過ぎない方が良い 

    ・酒の席で良い意見が出るので親睦は大事   ・参加しやすいように会費の値下げをする 

    ・リモート会議を活用する 

② ・紹介者がしっかりサポートする         ・会員の趣味を大事にして交流を図る 

・60歳以下のなるべく若い人を入会させる 

③ ・11月~12月に会員増強と会員維持に絞った例会を持ち、皆で話し合う 

④ ・多くの女性会員に入ってもらう         ・そのために会費の値下げを検討する 

⑤ ・ウィズコロナの時代を見据えて eクラブやリモートも入れたハイブリッド方式の例会も考える 

    ・ロータリーの最大の特徴であり魅力でもある、国際奉仕、国際交流、青少年奉仕を大事にしたクラブにする 

   

 

 Ｂグループ    山口昭人会員 ・松田龍美会員 ・横山正一会員 ・篠宮時雄会員 

 ① ・親睦が一番大事なのではないか（飲み会・食事会・ゴルフなど皆さんと一緒にすることで活性化） 

 ② ・元気で長生きしていただくことが良い 

 ③ ・難しく特にありません 

 ④ ・女性会員、難しいが皆さんにアプローチしていただき、例会に来ていただくなど喜納さんと接する機会を設

けたらよいのではないか 

 ⑤ ・草加松原ＲＣは元気で長生き！健康維持が大事ではないか！  

 

 Ｃグループ    飯山英彦会員 ・佐々木一男会員 ・川井大輔会員 ・渡辺美和子会員 

 ① ・良いクラブの定義、出席率が良いクラブ、出席に前向きになれるクラブ、出席者が７０％くらいになれれば 

よいのではないか 

 ② ・プログラムの充実化を計る  ・外部からの卓話者を招聘しタラどうか(独協大が近いのでお願いしては) 

   ・今の世情をキャッチして医療関係者の苦労話などの卓話など 

 ④ ・女性会員が例会に１人にならない様に！ 

 ⑤ ・ＪＣが終わってからロータリーにとの流れも出来ていたが、この流れをＪＣが終わってからではなく、 

ロータリーにとの流れが作れないか！ 

  

 
 
 総評  木村博行会長 

 非常に良いディスカッションが出来たように思います。徐君も皆さんと一緒にディスカッション出来て良かった！

牛山プログラム委員長からディスカッションも良いのではとアドバイスをいただき、突然ですがやってみました。 

また、テーマを作って、皆さんとの親睦を兼ねて出来たらよいかと！参考になりました。ありがとうございました。 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月１８日 ニコニコＢＯＸ 

金額 12,000 円 累計 67,000 円 

８月１８日  出 席 報 告 

会員総数 39 出席 15 

出席免除  6 ＭＵ  ４ 

出席適用 33 出席率 57.89 

  幹事報告        加藤芳隆幹事 
 皆さんこんばんは、幹事報告をさせていただきます。 

＊明日 8 月 19 日、地区補助金を利用して「あしかび」

お送りした自動空き缶つぶし機の贈呈式に木村会

長、佐々木奉仕プロジェクト部門委員長、会田社会

奉仕委員長と私で行ってまいります。 

＊コロナの影響で 7・8 月は隔週の例会としていました

が、9 月より通常通り毎週の例会となります。皆様ご

多用のこととは思いますが、ご参加をよろしくお願い

致します。 

 

今後のプログラム 
9/8   卓話 大塚嘉一会員    レセプション 

9/15  卓話 大久保雄司会員   レセプション 

9/22  休会(秋分の日) 

 

木村 博行会長 残暑お見舞い申し上げます。短い夏休みも終わり、小中学生が登校する姿に例年と変わら
ない夏を感じて、ホッとする今日この頃です。良く食べ良く寝て夏を乗り切りましょう！ 

加藤 芳隆幹事 松田会員増強維持部門委員長、卓話楽しみです。宜しくお願いします。 
飯山 英彦会員 松田会員増強維持部門委員長、卓話ありがとうございました。 
牛山 信康会員 今年のお盆はコロナの関係でさびしいお盆でした。お坊さんも家に来ず、息子家族も帰省

しない特別な夏でした。 
川井 大輔会員 松田増強委員長卓話ありがとうございます。暑い毎日で体調不良です。 
佐々木一男会員 松田さん卓話ありがとうございます。 
篠宮 時雄会員 松田会員卓話ありがとうございます。 
田中 和郎会員 松田増強委員長、卓話ありがとうございます。みんなで増強に努力しましょう。 
長谷部健一会員 暑いですね、会員増強頑張りましょう！！ 
松田 龍美会員 いつまで暑いですね、今日もお世話になります。 
森  勇一会員 本日は松田龍美委員長の卓話を楽しみにして参りました。頑張って下さい。 
横山 正一会員 松田会員の卓話、楽しみに来ました。よろしくお願いします。 

 

 

地区補助金を利用し、「小型電動一括型減容機（電動空き缶つぶし機）」を生活介護「あしかび」に寄贈しました。 

施設運営資金となる「空き缶収益」は貴重な財源、地域清掃時に収集した空き缶をつぶす為に使用する機械です。         

電動のため、今まで以上に作業効率がアップできると喜んでくださいました。 

ご報告     長谷部健一会員 

皆さんこんばんは、お手元に「The Ｖａｌｌｅｔｔａ」日本マルタ友好協会の会報、当クラブの 

会員である節健一郎さんが「日本マルタ友好協会」の会長です。日本を代表してマルタと 

交流をしている。８月初めにイギリスに戻られてしまったのですけど、７月付でこの会報を 

作ったので、会員の皆さんに是非配ってほしいと言付けをいただきましたので、お持ちしま 

した。ゆっくり中を読んでいただきたいのですが、中を開くと右の写真上から３番目に西村 

経済環境再生大臣、今時の人で、コロナで大変ですが、彼もマルタ共和国のことに関連し 

て参加してくれたという事ですね！最後のページに白鳥令先生、以前獨協大学教授を 

されていて、日市長選挙にも出たことがあるという方で、瀬戸さんの恩師でもありますけど、 

白鳥先生が会長をずっとされていたのを瀬戸さんに変わり、名誉会長になったという事です。私も地中海クルーズ

に行った際にマルタ島に行く予定でしたが、嵐が来てしまい、寄らずに抜港でスペインの方に戻ってしまい残念だ

ったのですけど、このようなことで国際交流を瀬戸さんもがんばっているという報告という事です。ありがとうござい

ました。 

 


