
                     

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◆ 会長あいさつ      木村 博行会長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                       

  

 

１１月１７日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、今日私は蕁麻疹が出ているよう
な気がしてしょうがないです。両手がまだジンジンして
います。今日は第 2 回木村・加藤杯がありまして、一
日楽しくゴルフをやらせていただきました。山口委員
長本当にありがとうございました。優勝したのはあと
で報告があると思いますが、あの方です。私は残念
ながら準優勝でした。次回は、加藤さん共々優勝目ざ
して頑張ります。 
 地区大会、１１月１５日日曜日、川口リリアで行われ
ました。多くの皆様にご参加いただきましてありがとう
ございました。私は前日土曜日の晩餐会から参加さ
せていただきましたが、１５日にご参加いただいた方
も思ったと思いますが、会話をするたびに袖から出て
きた女性がマイクを拭きながら、コロナ感染を防止し
ながら、注意しながらおこなわれていました。 

 中里ガバナーもおっしゃっていましたが、やらないと
いう決断もあったそうですが、ガバナーはどうしてもや
ってみたいという事で開催したという事だそうです。 

最後にＲＩ会長代理の方が素晴らしい地区大会でした
との話に胸が詰まったという話をされていました。 

何でもそうですね、トップとしてひとつの決断をして、
やり通してみて、終わった後の達成感とホッとしたと
言うところから、そのような気持ちになったのだという
こと思います。私も９年くらい在籍していますが、初め
てフルで参加させていただきました。８時間くらいです
か、お尻が痛いのと、眠気もありましたけれども、トー
タルすると非常に勉強になりました。参加してみて本
当の学び、このようなことがロータリーの楽しみでもあ 
 

第４０８回 例会 １１月２４日 草加市文化会館 
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 り、苦しみでもあり、良いことでもありと一端を見せて
いただきました。前回の理事会の時に、長谷部先輩か
ら「いくらコロナ禍とは言え、何か一つくらい思い出にな
ることを加藤さんと一緒に考えてやったほうが良いよ」
と言われ、それから色々考え、自分の中で社会奉仕、
国際奉仕で新しいことやっていたいことはあったのです
が、一番やってみたかったことは青少年奉仕だったの
です。若い人達との繋がりはロータリークラブの中でも
非常にやってみたいことでした。瀬戸青少年奉仕委員
長に相談したところ、青少年奉仕と国際奉仕は一つの
物だから一緒だと大塚委員長も呼んでと皆さんにお集
まりいただき会議をし、私の思いを伝えました。皆さん
にもこの機会なのでお話しようと思いますが、私の中で
やってみたいことの一つはインターアクトクラブなので
す。母校である草加高校、安藤君が在籍し、交換留学
でノエ君が通学していた学校です。少し先走った話で
すが、気になったものですから、加藤幹事と一緒に草
加高校の現状を聞きに行ったところ、「ＪＲＣ」ボランティ
ア部があります。そこには赤十字ごランティアを中心に
活動している２０名クラブのサークルがあり、お話をし
たいと言ったところ、ちょうどノエ君の担任だった先生が
顧問でノエ君のことも私のことも薄っすら覚えていてく
れました。是非一緒にやりたいですねとも言って下さい
ました。草加高校を中心に作ってみたいとの気持ちが
あるので、少しですが進めている最中です。定款を作
る必要があり、ＲＩからの許可も必要、皆さんと共有しな
がらやっていきたいと思っております。理事会でとも思
いましたが、時間もないので早急にやったほうが良いと
牛山委員長からの助言もありましたのでお話させてい
ただきました。宜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 
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 2013-14米山奨学生 李 恩先さん 
      2018-19 財団奨学生 高野恭平さん 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

皆さんこんばんは、ただ今誕生祝をいただ

きましてありがとうございます。もう１年で私も

ちょうどになります。まだまだ生きるという気

持ちでおり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。 

 

一昨日、１１月１５日が結婚記念日でして、

地区大会の時で、どうしようかと思いました

が、たまたま BS で山口百恵さんの武道館の

引退コンサート、マイクを置くところがやってい

ました。それを見て、私が結婚したのがその

年だったので４０年前だと思い出しました。夜

どこかに行こうと思ったのですが、地区大会

の日なので行かれない、女房は覚えているか

疑問でした。４０年という事に気が付きました

ので、１週間くらい前にバックとマフラーを買っ

て来ました。丁度ハイキングに出かけると言っ

ていましたので、買ったプレゼントを渡すのも

照れ臭かったので、出かけた後にテーブルに

おいて地区大会に出かけました。女房が先に

帰ったのでメールをいただきました。娘たちも

夕方ラインでメールが来ましたので覚えてくれ

ていたと、先程川井会員も５０年と言っておら

れましたが、私も４０年、実感はわきませんが

娘の年を考えましたら間違えない、４０年良く

持ったなと思っております。3 女も結婚したの

で今は夫婦二人暮らしです。「付かず離れず

お互い干渉せず」で、私はゴルフ、家内はハ

イキング、ボーリングで別々の行動をしており

ますけど、末永く暮らしていきたいと思いま

す。今日はありがとうございました。 

 

 

 

 

 皆さんこんばんは、去年金婚式を迎えまして５０年経ちまし

た。私はサラリーマンを長いことやっていましたので、家内と

は職業結婚です。１１月３日が記念日で花束が届いたので

何だとの話になりましたら覚えていないのと怒られました。 

 私もサラリーマンを１８年していまして、高度成長の時代

で、東京支店に長くいましたがそれから仙台支店・名古屋支

店に行き、大阪支店、最後は子どもも大きくなりましたので単

身赴任で大阪に行き、家内とも喧嘩が絶えない時もありまし

たが、最近はラブラブでお互いに自由に振る舞い、あまり干

渉しないという事で今は仲良くやっています。皆さん方も５０

年くらい経つとこのようになりますので頑張って下さい。 

 

 そちらに出席できずにリモートが続いておりますが、すみません。今はなかなか難しいところがありまして、 

リモートで参加させていただきます。マリキーナこと知らなかったので、聞いて調べてみたら、凄い被害を知りま

した。今しばらくリモート参加になりますが宜しくお願い致します。 

 

 

皆さんこんばんは、私は 11 月 23 日に結婚いたしました。

当時その日は仏滅で割引などあるのかと思いましたが、外

資系のホテルだったので、割引などの還元はございませんと

いう事で、大分月日は経ちました。前回、子どもが大きくなっ

たらどうなるのかと話された方がいらっしゃいましたが、それ

は寒く暗い日が続くということでお考えになったほうが良いと

思います。 

また、私に先月孫が生まれました。それをきっかけに関係

も暖かくなっていくのではないか！女性も柔らかくなるのでは

ないか！ 

 いつもクラブからお花をいただいて、その時は、しばらくは

人間が変わったのではないかというくらい機嫌が良くて、い

つまでもその気持ちを忘れなければよいのにと思うのです

が、なぜか花がなくなると同時に日常に戻ってしまいます

が、「付かず離れず」でいくのが良いと思います。 

お互い好きなことをするのが良いと思います。天候の良い時

にゴルフに行ってリフレッシュするのが、ストレス解消になっ

ています。今日はどうもありがとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 先日、ロータリークラブができる経緯、ライオンズとロータリーの違いなどお話させていただきました。私も最近

体調がよくないので、私が知っている情報を皆さんにお知らせするのが義務かなと感じているのでお話をさせて

いただきたいと思います。 

 前回お話しましたが１９０５年にポールハリスがシカゴでロータリークラブを設立したわけですが、その後日本で

最初にできたロータリークラブが東京ＥＣです。東京ＲＣが出来ましたのが１９２１年、翌年に大阪ＲＣが設立され

ました。ロータリークラブは設立をする時に必ずスポンサークラブ、後援するクラブがあります。唯一後援クラブが

ないのが東京ＥＣと大阪ＲＣです。この 2つは国際ロータリーが後援することになったわけです。埼玉県で一番早

くできたクラブ、ご存知でしょうか？川越ＲＣです。スポンサークラブは東京ＲＣです。できましたのが１９５１年、埼

玉県で最初、川越ＲＣをスポンサーとして埼玉県で 2 番目にできたのは、浦和ＲＣです。浦和ＲＣが出来ましたの

は 1954年です。その後、埼玉県で 6番目にできたのが草加ＲＣです。スポンサークラブは浦和ＲＣで、越谷ＲＣよ

り若干早くできました。その時「チャーターナイト」と言い、各地区からお祝いに駆け付けるクラブがあります。 

田川さんのところに草加ＲＣの資料があります。私の所にはチャーターナイトの写真もあります。これをパソコ

ンに取り込んで皆さんにお示ししたいと思います。田川さんはそろそろ資料をどなたかに引き継ぎたいという事で

加藤幹事にお願いをしたそうなので、私のところにある写真も一緒にお願いしたいと思っています。 

草加ＲＣのチャーターナイトの時には草加小学校で開催をしています。当時この地区は埼玉県と千葉県、神奈

川県で一つの地区を形成しておりました。したがっておおさかや東北など全国から約１，０００人の方がチャータ

ーナイトに来ております。 

因みに、草加ＲＣがスポンサーとして設立したクラブ、最初が吉川ＲＣです。次が八潮ＲＣ、ＲＩ会長を輩出した

クラブ、田中作治さんは草加ＲＣに在籍しておりまして、移籍した方です。その後に設立したクラブは、草加南ＲＣ

です。その後に草加松原ＲＣの前身でもあります草加ＥＲＣを設立されました。 

草加南ＲＣが設立した時に、少し揉めました。草加の氷川神社の道を南北に分けて南は草加南ＲＣ、来たが草

加ＲＣという事を理事会で決めて設立しましたが、中には反対をして南だけど草加ＲＣに残るという方もいました。

当時草加ＲＣには８０名程度の会員がおりました。そのうち草加南ＲＣに移られた方が約３０名です。その時草加

ＲＣは５０名程度になりましたが、増強をして６５名くらいになったのでしょうか！その後、草加ＥＲＣが出来た時に

１５名ほどの方が移籍をし、草加ＲＣは５０名くらいで、草加ＥＲＣは１５名の移籍者と新しく会員さんが１０名くらい

でしょうか、当時は２５名以上でないと設立できませんでした。今は違います。 

その後、草加ＲＣで私が２回目の会長をした時に、草加ＥＲＣは、故人になられていますが、河井孝夫さんが会

長、同じ「かわい」で親戚なのですが、相談をしてお互いの理事に理解をしていただく中で、合併しようと話にな

り、草加松原ロータリークラブが設立された経緯があります。 

今草加地区に３つのクラブがありますが、私一つにしたほうが良いと思っています。昔は職業分類が厳しくて１

業種１人しか入れなかった！私は、保険の仕事をしていますが、私が入ると他の方は入れなかった！ただ、正会

員が認めればもう１人は入れることにはなっていました。今は、５０人以下のクラブは５人までは同じ業種の方も

入れることになった。そうするともう一つクラブを作る意味がない気がします。草加で１つ、市で１つで良いと思い

ます。会員数も増えればそれなりに奉仕活動も充実できるのではと私は思います。 

昔は出席が非常に厳しくて、３回連続で欠席すると退会を勧告してよろしいという事になっていました。今は、

出席規定は緩やかになっていますので、退会勧告などと言うことはなくなっていますが、私がロータリーに入った

時には、欠席すると先輩にひどく怒られました。 

草加ＲＣが出来たのが１９６２年、当時のチャーターメンバー２５名おりました。中尾さん、金子さん、関さん、小

澤さん、高橋さん、・・・・などがおられました。草加で有名人の方で、ロータリーに入るのも難しかったです。ステ

ータスと言われた時代でした。 

≪質問≫ 

 Ｑ 卓球やボーイスカウトを支援した時代がありましたよね！ 

 A ボーイスカウトは島津がいましたので４０年くらい支援しました。卓球も沢田さん、清水さんの意見を基に支

援しています。 

 Ｑ １業種に１人のルールはどうしてできたのか 

 Ａ 国際ロータリーのルールで出来ていたので、その他の人が入るにはクラブを設立しなければならなかった。 

 Ｑ 地区は昔からあったのですか 、「２７７０地区の歌」歌詞は歴史を感じますがいつ頃で来たのですか？ 

 Ａ 地区はありました。２つに分かれてからなのでそこまで古くないと思います。 

川井大輔会員貴重な情報をありがとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

11 月 17 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 13,000 円 累計 215,000 円 

11 月 17 日  出 席 報 告 

会員総数 40 出席 17 

出席免除  6 ＭＵ  2 

出席適用 34 出席率 57.58 

木村 博行会長 誕生祝・結婚祝の皆様おめでとうございます。山口親睦委員長、第 2回木村・加藤杯のご準
備ありがとうございました。今日のゴルフ場は最高でした。松田さん優勝おめでとうござい
ました。インターアクト設立の件、是非実現したいです。皆さん宜しくお願いします。 

加藤 芳隆幹事 第 2回ゴルフコンペお疲れ様でした。結婚祝の花が届きました。ありがとうございます。 
        一昨日で 40年が経ちましたが実感がわかないです。 
牛山 信康会員 秋晴れみごとな紅葉そして愉快仲間、素晴らしいゴルフコンペでした。 
        山口ゴルフキャプテンありがとうございました。 
大塚 嘉一会員 コロナに負けないよう頑張ります。 
川井 大輔会員 結婚祝ありがとうございました。 
篠宮 時雄会員 誕生祝・結婚祝おめでとうございます。誕生祝ありがとうございます。 
田中 和郎会員 誕生祝・結婚祝の皆様おめでとうございます。今日のゴルフコンペ天候に恵まれましたが 

プレーはもう一つでした。 
富永  悟会員 お誕生日・結婚記念日の皆様おめでとうございます。 
二階堂祐司会員 本日のゴルフ 11位をいただきました。ありがとうございます。 

誕生祝・結婚祝の皆様おめでとうございます。 
長谷部健一会員 誕生・結婚祝の皆様そして松田龍美会員優勝お目出当ございます。久しぶりに私もドラコン

が取れてご機嫌です。 
 

今後のプログラム 
12/1   誕生祝・結婚祝        レセプション 
12/8   卓話 森 勇一会員     中央公民館 

        「職業奉仕について 」 

12/15  クリスマス例会    パレスホテル東京 

 

 皆さんこんばんは、近況報告ですが、ゼミの活動が厳しくなってきて僕の専門学科なのですが、経済経営です

が、ゼミは２年生の時には毎週１回のプレゼンを行ってきました。３年生の前半は本を読まされていて、 

各企業の経営の方式、「Amazon」など色々読まされ、それに対するプレゼンを 

言ってきて、３年生の後半ですけど、今回は、先生から「スターバックス」の企業に 

対してのリアルな提案、今回先生も凄いことを言っていますので、ゼミのメンバーは 

現在３チームに分かれていて、自分は「スタバの戦略」の分析のチームに所属して 

おります。現在「スタバ」が抱えている問題点を見つけるのに今チームのみんなと 

一緒に頑張っています。 

ゼミは今年まで、４年生になるとゼミも授業もほぼなくなり、就活だけになります。 

なので今年いっぱい頑張ります。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 
土曜日に皆さんのお手元にＦＡＸが届いていると思いま 
すが、「クリスマス例会」について後程、山口委員長から 
お話はあると思いますが、少し話させていただきます。 
 ・獨協大学駅前 １６：４５にバスが出発 
 ・点鐘       １８：３０ 
パレスホテルの会場は約６０坪、１円卓に５名で準備を 
進めております。 
コロナ感染者が増えてきておりますが、ホテル側も万全 
の対策をしてお迎えしますといっております。 
また、移動にバスを用意させていただきました。ご家族
の皆様をお誘い頂き多くのご参加をお願い致します。 
 

 

 

フィリピン、マリキーナ市が６日前の台風２２号で大変

な被害を受けました。多くの家が屋上浸水、以前飯山

さんと伺ったマリキーナイーストの例会場も埋まってし

まった。ダムの決壊によって洪水で大変な被害を受け

ている。連絡もなかなか取れず、ジョジョさんとやっと連

絡が取れました。ロータリーとして、できることはしてい

るけど、まずは自分の家の泥破棄などしながら、貧困

層の方が住む所がない方が滞在している市の開放施

設へ、物資の配給なども手伝っている状況とのことで

す。草加松原としての支援も理事会を通して考えてい

ただければ幸いです。新しい情報入り次第お知らせい

たします。宜しくお願い致します。 

 

＊今日第２回のゴルフコンペが行われました。最高
の天気で紅葉もきれいで良い１日でございまし
た。 
優勝者は松田会員でございます。私は１組目で松
田さん、長谷部さん、二階堂さん廻らせていただき
ました。次回は、桜に時期に第３回を開催させて
いただきたいと思います。 

＊クリスマス例会、１２月１５日パレスホテルで予定
しております。ホテルの方から「コロナ感染に対す
る取り組み」も配られたと思います。読んでいただ
き、足りないところは指摘して改善していただこう
と思います。安全第一で楽しい例会にしたいと思
います。多くのご参加をよろしくお願い致します。 
 

 

 

 

 


