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国際ロータリーのテーマ

ロータリーは機会の扉を開く

第４０３回 例会 １０月１３日 草加市文化会館
＊＊本日のプログラム ＊＊
開会点鐘
君が代斉唱
ロータリーソング
四つのテスト
お客様紹介
会長挨拶

幹事報告
委員会報告
ＳＡＡ報告
出席報告
閉会点鐘

誕生祝・結婚祝 スピーチ
１０月６日の例会記録
◆ お客様
第 2770 地区ガバナー 中里 公造様
第 2770 地区副幹事
今井 雅彦様
第９Ｇガバナー補佐
佐々木一男様
〃
補佐幹事
二階堂祐司様
米山奨学生
徐
緒隆君

◆ 会長あいさつ

木村 博行会長

皆さんこんばんは、中里公造ガバナーをお迎えして
の公式訪問例会よろしくお願い致します。
当クラブの奉仕活動として支援している施設、先日
地区補助金を利用して生活介護施設「あしかび」に
「小型電動一括投入型減容機」を寄贈しましたが、光
陽会のホームページを見ましたら寄贈した時の集合
写真、私と加藤さん、佐々木さん、会田さんがトップペ
ージに載っていました。また、毎年やってきましたグル
ープホーム光輪の家の餅つき大会、これからは我々
の手を離れまして、独自でやっていくという事で卒業
したわけですが、長年やってきた特徴の一つです。
それから、「ふささら祭りや福祉まつり」で行っている
「黄色いハンカチ」今年は残念ながらできません。
青少年交換プログラムや米山奨学生受入れ、锡林
高娃さんやマグナス君、その前から何人かの人が来
ています。私がロータリークラブに入り、9 代目の会長
です。合併前の草加ＲＣや草加ＥＲＣから言ってしま
え

ば半世紀前から草加で活動してきたクラブが、これか
らも続いていくように、来年は 10 周年になりますので、
今活躍していただいている皆さんと一緒に続けていけ
ればと思いますし、今までやってきた活動を見直してみ
たのですが、改めて草加松原ＲＣがやってきた事業が
自慢になるというか、こんなにたくさんの事業を皆さん
と一緒にやってこられたという事が、私にとっても誇り
になると、この機会に改めて感じさせていただきまし
た。これからもさらに、未来に向かって色々な方に繋げ
ていかれればと思います。
今日は中里ガバナーの貴重なお話を伺い、皆さんと
一緒に勉強させていただきたいと思います。宜しくお願
い致します。ありがとうございました。

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。
＊第 2770 地区から講演会のご案内が届いております
職業奉仕講演会（夜話会）
日時 10 月 30 日（金） 17：00 点鐘
会場 パレスホテル ローズルーム
ＺＯＯＭによるオンライン同時開催
講師 第 2570 地区パストガバナー細井保雄氏
「ロータリーの職業奉仕と会社経営は一致する」
皆さんご参加をよろ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

草加松原ロータリークラブの皆様こんばんは、今年度２７７０地区ガバナーを務めます川口ニ
ングロータリークラブの中里公造でございます。例年より２か月ほど遅れることに
なりましたが、９月より今年度の公式訪問がスタートいたしました。草加松原ＲＣさんは１８クラブ
目という事です。７６クラブありますので、まだまだ先は長いのですけど宜しくお願いします。
まず初めにオープニングをご覧いただきたいと思います。現在国際ロータリーが取り組んでい
る最優先課題であるポリオ根絶をイメージした紹介ビデオでございました。草加松原ＲＣさんには初めての訪問に
なりますが、ロータリーを通じて知り合った方がたくさんおります。そういった皆さんを前にガバナーとして訪問させ
ていただくこと、大変光栄に思っています。また、今年度は佐々木さんを第９グループのガバナー補佐として輩出
していただきまして非常に活躍していただいております。助かっています。長谷部さんは残念ながら当初は私の片
腕として活躍していただく予定でおりましたが、身体の都合という事でしたが、今日は久しぶりにお会いして元気そ
うな顔を見てホットしているところでございます。次のチャンスがありますので頑張っていただきたいと思います。
また、加州さん、鈴木さん入会おめでとうございます。ガバナーからバッチを付けていただいたという事、２年後３
年後くらいになると意味が分かってくるのではと思っています。是非頑張っていただきたいと思います。
始めに親睦委員長さんからご報告がありましたが、昨日プレステージＣＣで地区大会チャリティゴルフがありまし
た。篠宮さん・田中さん・加藤さん・山口さんご参加いただきありがとうございました。成績を見ましたが残念ながら
優勝者にはいませんでしたが、とび賞を期待して下さい。賞品は地区から送られてきますので楽しみにしていただ
きたいと思います。
皆さんご承知の方は多いと思います。８月２５日アフリカでポリオ根絶宣言が出されました。日本のニュースでも
新聞でも取り上げられていました。残るはアフガニスタンとパキスタンの２か国になりました。残念ながら日本の新
聞にロータリーがこれまでポリオ根絶に大きな役割をしてきたはずなのに、一言もロータリーの記載がございませ
んでした。多分皆さんも非常に残念だと思います。改めてロータリーの公共イメージ並びに認知度を上げることの
重要性を実感したところでございます。昨年度１０月２４日世界ポリオデーには小林直前ガバナーもポリオ根絶に
対する熱い思いによりまして地区内のすべてのクラブが何かしらのイベントに参加し、それぞれのクラブ、そして地
域社会に大変大きなインパクトを与えた素晴らしい出来事であったと思います。本来今年度も大きなイベントをす
る計画を進めていましたが残念ながらコロナ禍の中で中止となりました。是非２４日この日に限らなくても良いと思
います。この周りにそれぞれのクラブで何か対応をしていただきたいと思います。因みにＲＩから今月号のガバナ
ー月信にも出ていると思いますが、「ポリオ根絶特別例会」を開いてみたらどうでしょうと来ていますので、草加松
原ＲＣさんでも何か対応をしていただきたいと思います。
今年度地区役員を引き受けていただいております第９Ｇ ガバナー補佐であります佐々木さん、補佐幹事の二
階堂さん、地区職業奉仕委員の森さん、１年間宜しくお願い致します。来年はあと２人、草加松原さんから 5 人くら
い地区に執行していただくとよいのではと思います。簡単に自己紹介させていただきます。
私は昭和 27 年 9 月 29 日生まれで、数日前に 68 歳になりました。1989 年に川口モーニングに入会いたしまして、
昨日はプレステージのゴルフ全員のスタートを見て帰って来たのですけど、ゴルフが何よりの趣味で田中さんとは
国際大会などでよくラウンドしましたよね！年間 100 ラウンドやっていましたし、練習場も週に 1・2 回言っていまし
た。ゴルフ漬けの年を送った時もありました。1989 年に川口モーニングＲＣに入会して 32 年目に入りました。この
間色々な役職を経験させていただきましたが、そのどれもが思い出深い良い経験をさせていただいたと思ってい
ます。
今日お二人の方が入会されましたが、私の 32 年のロータリー歴の中で何が良かったかと聞かることがあるので
すが、生涯に渡る友人が出来たことが良かったことかなと、かっこつけているわけではありませんが本当にそう思
います。色々な素晴しい友達が出来た。加州さん、鈴木さんクラブの中で色々な友達を作って下さい。
今年度のＲＩ会長のホルガー・クラークさんと奥さんのスザンヌさん、日本と違って年齢を公にしていないのです
が、私と同じ年齢でした。奥さんのスザンヌさんも熱心なロータリアンという事でございます。
国際協議会の第一本会議で今年度のテーマ「ロータリーは機会の扉を開く」を発表された時の１コマでございま
す。扉の色は何か意味があるのですかとよく聞かれることがあるのですが、これはクランべリーというロータリーの
指定した色なのです。何を意味しているかと言いますと、ローターアクトのシンボルカラーになっています。クラーク
会長はいかにローターアクトに力を入れているという表れと思います。国際協議会でのホルガー・クラーク会長の
講演のテーマは「グローロータリー」になっていました。成長するロータリーという事でロータリーはこれからも時代
の変化に合わせて成長しなければなりませんという事を強調されていました。

またロータリーは長年に渡り、その時代の変化に合わせてしっかり対応してきたからこそ、今のロータリーがある
と言われています。但し変わらない
四つのテスト」さらにはロータリーの奉仕活動の実践に基づいた分類でございます。5 代奉仕、さらには奉仕の理
念、これも変わらないという事でございます。ロータリーのビジョンスタイルこれも何度かご覧になっていると思い
ます。このビジョン声明はどのようなことで出来たかと言いますと、ロータリーの様々な現状を踏まえて、これから
のロータリーはどうあるべきか、そしてロータリーはどうありたいのかといった考え方を根底に、世界中のロータリ
アン、元会員、ローターアクト、その他一般の人を含めて 100 万人以上の多くの方の意見を基に 2017 年にＲＩ理
事会で承認されました。以前は「私たちロータリアンは」と訳さなければなりませんでしたそれが 2019 年の規定審
議会の決定により、それまで「ロータリークラブの連合体が国際ロータリーを結成していました。世界に 34,000 か
ら 5,000 あるロータリークラブの連合体が国際ロータリーを結成していましたが、規定審議会の決定により、ロー
タリークラブとローターアクトの連合体が国際ロータリーを結成すると変わったのです。ということで、この「ロータ
リアンは」という文字がなくなりました。英語の原文はそのままですが、和訳の意味は昨年の 8 月に変更になりま
した。
ロータリー財団 6 つの重点分野に 1 つ加わりました。「環境の保全」運用につきましては来年の 7 月から松本ガ
バナー年度からでございます。ぜひ草加松原ＲＣさんでもグローバル補助金を活用した環境保全プロジェクトを
立ち上げていただければと思います。
ホルガー・クラークＲＩ会長は、今年度を迎えるにあたって、コロナ禍の中、新しい日常に向け、ニューノーマルと
いう事で、すべてのクラブがオンライン例会を実施できるようその体制を整えて下さい。ガバナーとしてその支援
をする必要があるというメッセージがございました。
また、国際ロータリーの最高責任者ジョン・ヒューコ事務総長（ＣＥＯ）はオンラインの例会・顔を合わせる例会、
またそれらを合わせたハイブリッド例会の何れもがこれからのロータリーは必然になるでしょうというでございまし
た。ＲＩの会長はトップではありません、事務総長のジョン・ヒューコさんがＲＩの最高責任者なのです。この方が何
年も続きます。この方の言った言葉という事で、1 年で終わってしまうＲＩ会長の言葉より重いものがあると思いま
す。またお二人が口をそろえて言われたのが「ロータリーは変革するときです」その変革の一つとして例会の形
態も時代の変化、社会の情勢と共に変わるという事でございます。私はこのお二人の言葉を受けまして、7 月
早々に各クラブの会長さん宛に、地区内全てのクラブでオンライン例会が実施できるよう、その体制を整えて下
さい。とさせていただきました。振り返ってみますと、今年 3 月から 6 月初めまで地区内ほぼ全てのクラブが休会
でございました。仮にもしあのような時、オンラインの例会を開くことにより、休会にしなくてよいことになります。
草加松原ＲＣさんは素晴らしいと思います。現在地区内 76 クラブノ内、３７・８のクラブはオンラインの例会をやっ
ているかいないかは別として態勢は整っているようでございます。ただ 30 クラブくらいは従来の例会をやってい
る。それはそれでよいとは思いますが、公式訪問中にすべてのクラブでオンライン例会が出来る体制が整うよう
訴えていきたいと思います。
＜地区の運営方針＞
「新たな機会」へのチャレンジで、クラブに活力を！」という事で新たな機会という事を強調させていただきまし
た。例会も含めてクラブ運営、奉仕活動、是非会長さんを中心に新たな機会にチャレンジしていただきたいと
思います。コロナ禍でも皆さんの協力があれば何かできると思います。大きなことでなくても良いと思います。
オンライン例会も新たな機会にチャレンジだと私は思っています。
【地区・クラブチャレンジ目標】
１．新規奉仕事業へのチャレンジ。（継続事業の見直し）
２．クラブのビジョン・戦略計画策定にチャレンジ（例会場に掲示）
３．女性会員比率 10％以上・若い世代の会員増強にチャレンジ。
４．世界ポリオデー・ポリオ根絶活動への支援にチャレンジ。
５．MY ROYARY への登録と活用にチャレンジ。
６．全クラブが「ロータリー賞」にチャレンジ。
７．地区チーム（ワンチーム）としての連携を強め情報を共有し
その中で、最も重要と思っている 2 つの点を説明をさせていただきます。
1「新規奉仕事業へのチャレンジ。（継続事業の見直し）」は今年のペッツや地区協でもビデオの中で皆さんの
会長年度 1 つでよいのです。新たな事業を立ち上げて下さいとお願い致しました。
ロータリーは 1year です。ですからその年度に新たな事業をするという事は当然のことだと思いますし、クラ
ブの活性化の為にも必要なことと思います。継続事業は悪いとは思いませんが、定期的に見直しをすること
は重要なことと思います。継続事業をするだけでいっぱいと言っている会長さんもいらっしゃいますが、これ
ではクラブは活性化しないと思います。継続事業も良いけど、新たな事業をするまた、継続事業を思い切っ
て辞める、決断することも重要と思います。

残念ながら、ビジョン声明・戦略はまだできていないという事ですので先ほど会長・幹事さんにアドバイスをしまし
た。是非それに基づいて 3 年後・5 年後このようなクラブにしたい、目指したいという事を年度計画書に記載する
だけではなく、例会場に大きく掲げてほしいのです。それで皆さんが共有していただいて実現に向かって皆さん
が一丸となっていく、計画書に小さく入れるだけでは皆さん見ません、大きく掲げて皆さん一丸となって進んでい
く、そうすることによって、不可能を可能にする。是非会長さん宜しくお願い致します。

＜2020-21 年度 地区数値目標＞
１．会員数
2,700 名以上
２．出席率
90％以上
３．ロータリー財団寄付
年次基金
会 員 1 名 200 ドル以上
ポリオプラス基金 会 員 1 名 50 ドル以上
恒久基金
クラブ 1 名（ベネファクター1,000 ドル）
大口寄付
地区内 1 名 10,000 ドル以上を一括寄付
４．米山記念奨学会寄付 会 員 1 名 25,000 円以上
（普通寄付 5,000 円、 特別寄付 20,000 円）
５．青少年交換 16 名
１．会員数は 27０0 名以上とさせていただきました。昨年より 70 名少ないのです。ただ残念ながら今年 7 月の会
員数が 2415 名でしたので、かなり厳しい数字と言わざるをえません。
２．出席率、例会出席はロータリアンとして基本的なことと思います。ただ今年はコロナ禍の中、RI から要請がご
ざいましたが、7 月がバナーメッセージとして、例会の出席共用しないで下さいとお伝えしました。ZOOM を使っ
てオンラインでやられていますので、オンラインの参加も積極的に進めていただきたいと思います。
また、奉仕活動・理事会出席・委員会の出席などもメーキャップになります。その辺を有効に活用していただき
たいと思います。
５。青少年交換今年度は中止になりました。草加松原 RC さんは受け入れる予定でしたね！14 名の子は来年度
行く予定になっています。今準備をしているところでございます。

「2020 年 10 月 20 日はロータリーにとってどんな日だったでしょうか？」
日本のロータリー誕生 100 周年 東京ロータリークラブ 1920 年（大正 9 年）10 月 20 日創立
番目親クラブはありません「RI 直轄」です。
初代会長 米山梅吉
初代幹事 福島喜三郎
2 番目にできたクラブは 2 年後に大阪 RC「RI 直轄」で親クラブはありません
アジア初は フィリピン マニラ RC で東京 RC の 1 年前にできました。

世界で 855

「第 1 例会で国旗を掲揚し、国家「君が代」を斉唱するのはなぜでしょう」
ロータリーはアメリカで出来た国際的な団体という事で反戦的など色々叩かれることになりました。新聞などで
もロータリーはアメリカのスパイだ、秘密結社ではないかと色々叩かれました。そのうちに対外関係が悪化す
るとともに例会場に当時の憲兵や特攻隊が立ち会うようになったのです。ロータリーは何をするかわからな
い、この当時米山梅吉さんが会長になって、日蘭ロータリークラブ連合会が出来たのです。日本と今の韓国
（満州）を含めて日蘭ロータリークラブ連合会が出来、米山梅吉さんが会長に就任した時に軍部から呼ばれた
そうです。呼び出しを受けてロータリーは即解散しろ、その時言われた言葉が、「ロータリーの存在自体が過激
である」と言われたそうです。当時のロータリアンの皆さんは、必死でロータリーを守ろう、頑張ろうという機運
があったようです。実際に京都 RC には右翼団体の幹部がすぐに解散しろとあり、ロータリーはアメリカのスパ
イでも秘密結社でもないと訴えたようですがそれだけではなかなか信頼してもらえなかったそうです。その中で
「国に忠誠を誓う」その意味として毎月第１例会で「君が代」を斉唱し、国旗を掲揚するようになったという事で
す。1940 年の頃です。当時のロータリアンの皆さんが軍部など色々なところから圧力を受け、誹謗中傷に耐え
ながらロータリーを守って行こうと当時の人たちの熱い思いが、今毎月の第一例会で国旗掲揚、君が代を歌う
ことに繋がっているのです。
是非次の第 1 例会で「君が代」を斉唱するときには、ロータリーにはこのような歴史があったのだという事を思
い出していただければと思います。
そして、このような歴史があったという事を次の世代に引き継いていかなくてはいけないのかと思っています。
以上です。ありがとうございました。

親睦委員会

山口昭人親睦委員長

皆さんこんばんは、昨日国際ロータリー2770 地区「地区大会記念ポリオ根絶」と「新型コロナ感染症支援」チャ
リティーゴルフコンペに参加してまいりました。当クラブからは 4 名 1 組で、栃木県プレステージカントリークラブで
プレーしてまいりました。プレー終了後一足先に失礼してきましたので成績と商品については
クラブのほうに送られてくるのではと思います。
また、当クラブの第 2 回木村・加藤杯ゴルフコンペは 11 月 17 日に栃木県の
桃里カントリークラブに予約しております。たくさんの参加をよろしくお願い致します。

加州洋介さん

鈴木 努さん

有限会社 カシュー塗装店代表取締役
皆さんこんばんは、加州洋介と申し
ます。どうぞよろしくお願い致します。
年齢は 41 歳、稲荷で塗装業を営んで
おります。本来であればもう少し早く皆様にご挨拶を
させていただける機会がございましたが、昨今のコロ
ナウイルスの影響で妻が医療従事者なもので家族の
若干の協力と自粛されておりますのでこのような形に
なってしまいました事をお詫びとご理解いただければ
と思います。もう少し状況が良くなれば私も率先して
参加をさせていただき、
一日も早く皆様に顔と名前
を覚えていただけるよう
努力してまいります所存
でございますので、今後
ともどうぞよろしくお願い
致します。
ありがとうございました。

エスシーエス株式会社 社長室長
皆さんこんばんは、ただ今ご紹介いた
だきました。エスシーエス社長室長の
鈴木でございます。加藤幹事からお話
がありましたように前職は埼玉県信用金庫で今年の 7
月からエスシーエスで勤務させていただいております
新田にあります支店に 25 年前に支店長として参りま
して、それ以来加藤様を始め色々なお客様と転勤した
後もずっとお付き合いをさせていただき、今回このよう
なお話を受けさせていただきました。前職が金融機
関、「奉仕の理想・友情」、前
はお金が付いていたので純
粋な奉仕とは言えなかった
かもしれませんが、これから
は「奉仕の理想と友情」を追
求していきたいと思います。
屈託ないご指導とご鞭撻を
宜しくお願い致します。

推薦者 富永 悟会員

10 月 6 日
金額

推薦者 加藤芳隆幹事

ニコニコＢＯＸ

26,000 円

10 月 6 日
会員総数
40
出席免除
3
出席適用
37
木村

博行会長

加藤 芳隆幹事
会田小弥太会員
池田
大塚

国雄会員
嘉一会員

小笠原薫子会員
牛山

信康会員

川井 大輔会員
篠宮 時雄会員
瀬戸健一郎会員
田中 和郎会員
富永
悟会員
長谷部健一会員
松田
森

龍美会員
勇一会員

渡辺美和子会員

累計

159,000 円

出 席 報 告
出席
23
ＭＵ
2
出席率
62.50

今後のプログラム
10/20
10/27
11/3

卓話 山崎秀美会員
レセプション
卓話 米山奨学生 徐 緒隆君
レセプション
休会(文化の日)

2020-21 年度国際ロータリー第 2770 地区ガバナー中里公造様ようこそ、同第 9 グループガ
バナー補佐佐々木一男様、同補佐幹事二階堂祐司様ようこそ！今日の日を楽しみにしてい
ました。会員の皆さん楽しんで参りましょう！
中里公造ガバナー公式訪問有難うございます。今日は、よろしくお願い致します。
中里公造ガバナーようこそ、公式訪問例会宜しくお願い致します。
加州洋介様、鈴木努様入会おめでとうございます。
中里がバナーようこそ
娘がこの春大学生になりました。しかしクラスメイトと顔を合わせたのは、最近です。
コロナのやつが悪い！
中里ガバナー、草加松原ＲＣへようこそいらっしゃいました。本日は草加松原の意気込み
をご覧になって行って下さい。
中里ガバナー草加松原ＲＣへようこそいらっしゃいました。
鈴木さん、加州さん入会おめでとうございます。
中里公造ガバナーお久しぶりです。ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。
中里ガバナーようこそ、よろしくお願い致します。
中里ガバナーようこそお越し下さいました。英国留学から帰国しました。
1 年ぶりでしたが、今後ともよろしくお願いします。
中里ガバナー公式訪問ありがとうございます。新会員の皆様入会おめでとうございます。
中里ガバナー本日はありがとうございます。
中里公造ガバナー、本日はようこそお越し下さいました。
卓話にクラブ協議会共に宜しくお願いします。
中里ガバナー公式訪問宜しくお願い致します。
中里公造ガバナー本日はようこそ草加松原ロータリークラブへ、勉強させていただきま
す。宜しくお願い致します。
中里ガバナーようこそいらして下さいました。

