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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３９４回 例会 ７月７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

６月２３日の例会記録
◆ お客様
米山奨学生

徐 緒隆 君

◆ 会長あいさつ

飯山

英彦会長

卓話

皆さんこんばんは、本日は約４か月振りの例会再開
になります。皆様とお会いできるのを心待ちにしてお
りました。国難のさなかではありますが、例会再開に
ついて、携帯電話を利用して、ＺＯＯＭというコンピュ
ーターソフトを利用してやってはなどリモート実験を行
いましたが、なかなか馴染まなくて、理事会で検討し
た結果このようにお会いしての例会が良いのではな
いかということで本日開催させていただきました。飯
山・富永年度は来週の最終例会、あと１回となりまし
た。クラブ協議会は従来２回に分けて行っていました
が、日程の都合上１回に集約して開催させていただ
きます。
また、親睦ゴルフにつきましては７月２８日に飯山・
富永年度の最終締めくくりゴルフになります。日頃の
練習成果を発揮していただく様ご参加を何卒よろしく
お願い致します。詳細については山口キャプテンから
お知らせ下さると思います。よろしくお願い致します。

幹事報告
委員会報告
ＳＡＡ報告
出席報告
閉会点鐘

第９Ｇ佐々木一男ガバナー補佐
誕生祝・結婚祝 スピーチ

幹事報告

富永 悟幹事

皆さんこんばんは、お久しぶりです。幹事報告をさ
せていただきます。
１．首里城火災義捐金、今回 2,005,544 円集まりまし
たと、お礼状が地区からきております。
２．前回の理事会でご承認いただきましたが、埼玉
県に医療機関に対する寄付につきまして、草加
松原ＲＣとして 42 名×2,000 円ということで 84,000
円の寄付をさせていただきました。
３．次年度青少年交換留学とし秋山心虹さんがベル
ギーに派遣の予定でしたが、コロナの世界情勢
の中、青少年交換留学は中止となってしまいまし
た。地区からの連絡で次年度は中止ですが再来
年に向けて取り組みを模索していきたいというこ
とで、秋山心虹につきましては、本人の希望があ
れば優先的に留学の手続きを進めて下さると連
絡が来ておりますので、ご報告させていただきま
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

各委員会、委員長により 1 年間に行った活動に
ついて報告がありました。

7 月から私がプログラム委員長を仰せつかいましたの
で例会のご案内をしたいと思います。7・8 月はコロナの
影響もあると言う事で、月 2 回の例会となりました。
＊7 月 7 日 第一例会
・会長方針をお話しいただく
・佐々木ガバナー補佐に地区方針などお話しいただく
・誕生祝・結婚祝
・ロータリー情報
例年は市長さんなどお招きしますが、このような事情
なのでお越しいただけない。またご家族の参加もなし
＊7 月 21 日 クラブ協議会
各委員長さんに 1 年間の活動計画を発表していただ
きたいと思います。よろしくお願い致します。

6 月２３日
金額

第 9Ｇガバナー補佐
佐々木一男会員
第 9Ｇガバナー補佐幹事 二階堂祐司会員

皆さんこんばんは、獨協大学経
済学部経営学科３年の徐 緒隆
です。５年前中国から日本へ参
りました。これからお世話になり
ます。よろしくお願い致します。

ニコニコＢＯＸ

28,000 円

6 月２３日
会員総数
42
出席免除
9
出席適用
33

累計

494,500 円

出 席 報 告
出席
16
ＭＵ
0
出席率
48.48

来週埼玉旅館さんで行われます今年度の最終例会
で、3 月・4 月・5 月・6 月と行われなかった誕生祝・結婚
祝のお祝をしたいと思います。該当される方はご参加
をよろしくお願い致します。

飯山 英彦会長 本日クラブ協議会宜しくお願い致します。
富永
悟幹事 皆さんお久しぶりです。次回最終例会ですが最後まで宜しくお願い致します。
会田小弥太会員 今日久しぶりに 3 月以来のゴルフに行って来ました。スコアーは別として楽しい一日になり
ました。
牛山 信康会員 お久しぶりです。僕はコロナには感染しません。
川井 大輔会員 お久しぶりです。体調万全です。
勝浦 雅和会員 皆様お久しぶりです。元気だったでしょうか！私は少しコロナ鬱です。
加藤 芳隆会員 新型コロナウイルスでの自粛生活お疲れ様です。まだ収束したわけではないので気をつけな
がら生活しましょう。例会が久しぶりです。
木村 博行会員 むこう 5 週間分の寄付をします。やっと皆様にお会いできて気分最高です。来週最終例会で
盛り上がりましょう。
来栖 勝幸会員 ご無沙汰をしております。いまだに会社・自宅で生活をしております。
佐々木一男会員 お元気でなによりです。
田川 富一会員 皆様お久しぶりです。次回は私共が年度最終例会の会場を賜っております。どうぞお待ちし
ております。
田中 和郎会員 久しぶりの例会、皆さんの元気な顔が見られて嬉しく思います。
二階堂祐司会員 皆様お久しぶりです。コロナ太りで体重がマックスです。
長谷部健一会員 コロナウイルスに負けず例会が再開できてよかったです。アンチコロナで頑張りましょう。
横山 正一会員 久々の出席ですみません。なるべく出席するように頑張ります。よろしくお願い致します。

日時 ６月３０日
場所 埼玉屋旅館
会長あいさつ

飯山英彦会長

皆さん今日は足元の悪い中お越しいただきまし
てありがとうございました。短い１年ではございま
したが、約４か月くらい滑落しておりますが楽しく
過ごさせていただきました。前半戦はだいぶ燃焼
したのではないかと思いますが、足りない分は木
村年度で燃焼させていただければと思います。今
後ともご指導ご鞭撻を宜しくお願い致します。
また、１年間皆様にはフォローをしていただきま
して大変助かりました。幹事にほぼコントロールし
ていただきまして、幹事の方には足を向けて寝ら
れません。ありがとうございました。

第９Ｇガバナー補佐

幹事報告

富永 悟幹事

みなさんこんばんは、幹事報告はありません。最終例
会という事で 1 年間本当にありがとうございました。この
場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。
今会長に大変なお褒めの言葉をいただきましたが、こ
れで１年間の労を労えるかと言われたら「そうはいかない
よ」と何しろ今年１年間で一番楽しみにしていた「ハワイ」
に行けなかった！ハワイで飯山会長に何をしてもらおう
かと思っていたのが叶わなかったのでこらは多大なる付
を飯山会長に付けにしたままいつ返してもらおうかを楽し
みにしてロータリー活動を頑張りますのでこれからも宜し
くお願い致します。

市川英彦様

みなさんこんばんは、まずは今年 1 年お世話になりました。ありがとうございました。今年の
2 月 20 日のＩＭ多数のご参加をいただきました。お陰様でコロナが発生しまして大変な時期
でありましたが、お陰様で 187 名ご参加をいただきました。第 10 グループと一緒に開催しま
した。
2 月 20 日のＩＭ以降、6 月に入りまして各クラブに少なくなりましたが、私が今年始まる時に
各クラブにつき 2 回はお邪魔したいと目標を立てたのですが、なかなかそれが出来ませんで、八潮ＲＣさんが 17
回、八潮ＥＲＣさんが 16 回、うちのクラブが 19 回、こちらのクラブは今日を含めて 11 回、草加中央ＲＣさんが 6
回、草加シティＲＣさんが 9 回合計 71 回例会にお邪魔させていただきました。これだけ回らせていただきますと大
変楽しかったです。最初の前半は非常に楽しくて、やらせていただきましたけど、コロナの影響でつまらなくなって
しまいました。今年度は今日で終わりますが、次年度も大変な時期になります。皆様もまず体をご自愛いただい
てそれからロータリーで良いと思います。退会者が過去最大に出るとのうわさが出ております。また次年度明日
から頑張っていきたいと思います。皆さんと手と手を取っていきたいと思います。会長・幹事会が終わっておりま
せんのでそれをやってからとさせていただきます。今年 1 年お世話になりました。ありがとうございました。

米山奨学生 徐 緒隆君
草加市社会福祉事業団
「そよかぜの森」に
コロナ支援としてマスクを
寄贈したことに対する
感謝状が届きました。
市川ガバナー補佐に代読・
贈呈していただきました）

皆さんこんばんは、あっという間に時間が
過ぎまして、本当は 4 月 5 月に飯山会長と
富永幹事に会える予定でしたが、コロナの
影響で会うことが出来ず今日は最後という
事を意識してきました。今後もたくさんのコ
ミュニケーションが取れると幸いです。
木村会長・加藤幹事、先週の米山研修旅
行で一杯面倒をみていただきありがとうご
ざいました。これからも宜しくお願いします。

誕生祝 ３月１３日 飯山英彦会長
３月１３日が誕生日でしたがみんなに忘れ去られてい
て、奥さんの誕生日が７月に来るのでその時に一緒にク
ルージングにでも行こうかと思いましたが、船が出てない
みたいで、まだまだ制約があるようでレストランなども予約
できないところもあるのでもう少し経ってから奥さんの誕生
祝と一緒にやろうと思ったところです。

誕生祝 ３月２７日 田中和郎会員
こんばんは、最近防災無線で行方不明の７７歳
だとか流れます。７８歳になりました。去年よりも体
は衰えていると思います。徘徊しないように頑張っ
ていきたいと思います。よろしくお願い致します。

誕生祝 ４月１４日 牛山信康会員
誕生祝 ４月４日 山口昭人会員
こんばんは、４月４日生まれ。今年５８歳になりました。
今年の４月誕生日月については自分にとってもコロナ騒
動で誕生日どころではない大変な年になりました。
また、私事ではございますが、５０肩になりましてこんな
につらいのか！前回は右肩だったのですが、今回左肩
で、夜も疼く感じで辛い思いをしております。一時期よりは
少し回復していますが、５０肩に良いことはないのかな、ゴ
ルフかな？と思っています。コロナの状況が良くなったらコ
ンペも盛んにやっていきたいと思いますので宜しくお願い
致します。今日はありがとうございました。

誕生祝 ５月１日 田川富一会員
皆様先ほどはありがとうございました。年を最近はうそ
をつくようになりまして、ニコニコにも書いたのですが、昭
和１２年生まれの３８歳ですと書いてございます。来年に
なると４８歳でございます。運転免許もいい加減返納す
るように言われているのですが、例会場に行くのに不便
ですし、運転ができる限り頑張っていきたいと思います。
よろしくお願い致します。

皆様こんばんは、誕生日のお祝いのワインあり
がとうございます。私今年７０歳になりました。自分
では７０歳、昔は相当な爺様だと思ったのだけど、
私は全くそんな気がなくて、今考えていることは、
どうやったらドライバーもう１ヤードでも２ヤードでも
よくなるか、そんなことを考えて日々きわめて健康
な暮らしをしています。５月６月はつく６回くらいの
ペースでゴルフに行っています。ゴルフ場にはコロ
ナは無いと考えていまして非常に健康的に過ごし
ていますので、また皆さんと一緒に楽しくロータリ
ーライフを過ご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。

結婚祝 ３月３０日 来栖勝幸会員
皆様こんばんは、３月３０日が結婚祝の月だったの
ですが、コロナの関係で家にいることが凄く多くなり
まして、未だに何もなければ家に帰っております。
コロナ離婚などとの話もありますけど、今のところ
は家族円満に子供も含めて暮らしております。ここで
また家族の絆を深めてより仲良くなっていきたいと思
っております。ありがとうございました。

結婚祝 ４月２９日 佐々木一男会員
結婚祝ありがとうございました。貰って１週間でかれてしまった
ので自分の前途がどうなるかと思いますが、今年もがんばりま
すので宜しくお願い致します。

結婚祝 ５月１２日 二階堂祐司会員
皆様こんばんは、結婚祝ありがとうございました。昭和６０年に
たしか結婚したと思いますので３５．６．年かと思いますが。我が
家はまだまだ仲が良いと思っております。かみさんの方はどう
思っているかわかりません。これからも宜しくお願い致します。

結婚祝 ６月３日 大久保雄司会員
私は結婚してから５０数年たつのですがそ
れも忘れるくらいの年になりました。普段の
生活が出来なくなると体は衰えますね！か
みさんはこの間、よそ見をして歩いていてひ
っくり返りました。関先生に見てもらいました
が大丈夫でしょうという事でした。何とか生
き延びてコロナの終結を観たいと思っていま
す。どうもありがとうございました。

6 月３０日
金額

今後のプログラム
7/14
7/21
7/28

休会
クラブ協議会
休会

レセプション

ニコニコＢＯＸ

30,000 円

6 月３０日
会員総数
42
出席免除
9
出席適用
33

累計

524,500 円

出 席 報 告
出席
20
ＭＵ
0
出席率
60.61

市川 英敏ガバナー補佐 今年 1 年間大変世話になりました。来年度も宜しくお願い致します。
飯山 英彦会長 市川ガバナー補佐ご日程を繰り合わせていただき本日ご参会、誠にありがとうございました。
1 年間お疲れ様でした。本日最終例会、1 年間皆様には大変お力添えいただきありがとうござ
いました。
富永
悟幹事 皆さん 1 年間ありがとうございました。飯山会長お疲れ様でした。
牛山 信康会員 市川ガバナー補佐、飯山会長。富永幹事 1 年間ありがとうございました。
コロナのおかげで一生忘れない年度になりました。
大久保雄司会員 皆様お久しぶりです。期待の飯山・富永年度、コロナで活躍の場が狭められました。近いう
ちの再登場、心栄期待しています。 結婚祝ありがとうございます。
川井 大輔会員 市川ガバナー補佐・飯山会長・富永幹事 1 年間お疲れ様でした。
勝浦 雅和会員 お世話になりました。
加藤 芳隆会員 飯山会長・富永幹事 1 年間お疲れ様でした。
木村 博行会員 飯山さん・富永さん 1 年間お疲れ様でした。少しゆっくりして、また 7 月から宜しくお願い
申し上げます。
来栖 勝幸会員 コロナの状況は改善されませんが、今期の最終例会に皆様とお会いできてうれしく思います。
次年度も出来る限り出席したいと思います。
佐々木一男会員 飯山会長・富永幹事 1 年間お疲れ様でした。木村新会長・加藤新幹事 1 年間宜しくお願いし
ます。
田川 富一会員 誕生祝ありがとう Ｓ12 年生まれの 38 歳です。
飯山会長・富永万治 1 年間たいへんおせ
わになりました。 本日は久しぶりに職奉させていただきます。充分くつろいで下さい。お
風呂も沸かしておきましたので！
田中 和郎会員 飯山・富永年度、コロナウイルスのため、後半は物足りない年度になってしまいました。
近々もう一度挑戦しませんか！市川ガバナー補佐ようこそ
二階堂祐司会員 本日は最終例会ですね、後半の 4 か月ぐらいは悲しいです。
長谷部健一会員 飯山会長・富永幹事 1 年間お疲れ様でした。思い出に強く残る 1 年だったのではないでしょ
うか！ 叙くんようこそ！
渡辺美和子会員 皆さんに久しぶりに会えてうれしいです！！

