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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３９５回 例会 ７月２１日 草加市文化会館
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７月７日の例会記録
◆ お客様

幹事報告

米山奨学生

◆ 会長あいさつ

徐 緒隆 君

木村 博行会長

皆さんこんばんは、何とか皆さんと一緒に例会が開
けるようになって、今月、7 月は 2 回、8 月も 2 回という
事で、隔週でやらせていただきます。よろしくお願い
致します。
草加松原ロータリークラブ第 9 代会長を拝命いたし
ました木村博行と申します。どうか 1 年間よろしくお願
い致します。後程方針発表など話させていただきます
ので手短にと思いますが、皆さんどうですか？コロナ
がまだまだ収束していないし、ポストコロナと言って収
束した後も、握手をしたり、笑いあい酒を酌み交わす
ところまで一気に戻るような気がしないのです。新し
い何かルール作り、新しい関係性を皆さんと一緒に
考えて行ければと思います。これを良いきっかけにし
まして、グローバル化というかよい形にして良い方向
に世界がいくよう、ロータリーの一員としてやっていき
たいと思います。加藤さんが私の片腕という事で、加

加藤芳隆幹事

皆さんこんばんは、木村会長にお手伝いさせてい
ただきながら私も微力でございますけど皆さんのた
めに少しでもお役に立てればいう事で 1 年間務めさ
せていただきたいと思います。よおしくお願い申し上
げます。
幹事報告
＊セミナー、本来であれば会場に行っての開催が
コロナの影響で「ＺＯＯＭ」で開催
管理運営部門
7 月 19 日(日)
会員増強維持部門
8 月 10 日(月)
※パソコンやスマホに「ＺＯＯＭ」のアプリを入れて
いただきオンラインで参加する形です。
＊コロナウイルスに対する支援という事で、地区か
ら埼玉県へ 500 万円の寄付（会員数×2000 円寄
付依頼）で当クラブは 84,000 円、地区へ送金し
ました。
＊新年度になりました年会費のご納入をお願い致し
ます。前期 15 万円（7 月末）・後期 14 万円（1 月末）
昨年度寄付 5 万円内訳
・財団年次寄付 200 ㌦＋ポリオ・プラス 50 ㌦
合計 約 27,000 円（レートで変動）
・米山寄付 23,000 円
納入依頼書をお配りいたしましたので、宜しくお願い
致します。

藤芳隆と一緒に 1 年間やって参りますのでよろしくお
願い致します。
国際ロータリー第 2770 地区第 9 グループ

草

加

松

会

長：木村

博行

幹

事：加藤

芳隆

原

ロ

ー

タ

リ

ー

ク

ラ

ブ

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

誕生祝 ７月２６日 佐々木一男会員
こんばんは、誕生日祝ありがとうございます。本
来は心底喜ばなくてはいけないのですが、ひとつ
ひとつ年を取るという言葉をそのまま受けますと、
ひとつひとつ若くなっていきたいというのが本音で
ございます。75 歳になりました。一般論から言うと
75 歳は後期高齢者、先日後期高齢者用の保険書
送ってこられました。これまであまり意識したことは
なかったのですが、住まいの近くに菩提寺の東福
寺があるのですが、最近はあまりそちらのほうを
見ないようにしながら、なにか引きずられていくよう
な気がしている。先日東福寺からある書面が届き
ました。コロナウイルスの関係で施餓鬼なども欠席
して下さい。お金も振り込んで下さい。申し込みも
文書でして下さいと届きました。コロナは本当に物
凄いものだとツクヅク思いました。墓の中で眠って
いる人の分までコロナは想いをかけてくれている
のかなと良いような悪いような変な気持ちになった
のが最近でございます。頑張ります。まだまだあと
10 年はロータリー生活をエンジョイしながらロータ
リーライフを楽しみたいと思いますので是非皆さん
のお力添えとご指導ご鞭撻いただきまして宜しくお
願いしたいと思います。今日は本当にありがとうご
ざいました。

誕生祝 ７月３０日

誕生祝 ７月１０日

加藤芳隆幹事

誕生祝ありがとうございました。私は 7 月 10 日で 67
歳です。父親が 71 歳で 33 年前に亡くなっているの
で、段々近づいてきましたので、それを軽く超したい
なと思っているところでございます。コロナの影響で
ゴルフコンペも全部中止という事で、今は中学の同
級生がたくさんおりますので、そのメンバーと月 3 回く
らいゴルフも楽しんで行っております。補助金の 10 万
円でゴルフクラブも買い換えました。28 日のゴルフコ
ンペまでには慣れるようにします。距離感があるかわ
かりませんが、何とか優勝するようにトロフィをいただ
けたら有難いと思っているところでございます。
誕生日会、私は娘が海外にいて、ちょうど帰ってき
ている時なのです。ここ 10 年間は女房は除いて私の
誕生日パーティだけやってくれていたのですが、残念
ながら今年はコロナの影響で娘たちも返ってこられま
せんでしたので、7 月 10 日は女房と先ほどいただき
ましたワインで乾杯と行きたいところではございます
が、お酒は飲まないものですから、なめる程度にし
て、残りは三女の婿にあげようかと思っております。
これからも皆様にご指導いただきながらロータリーラ
イフを楽しみたいと思いますので今後ともご指導ご鞭
撻をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございま
した。

来栖勝幸会員

私は 7 月 30 日で 53 歳になります。コロナでゴルフを全くしていないところに、凄い不安を抱えています。たく
さんやっても逆におかしくなると思いますので、少し練習場に行って、体調を整えて、今度のゴルフ大会に臨
みたいと思います。皆さんにご迷惑をおかけしないように頑張っていきますので今後ともよろしくお願い致しま
す。

木村博行会長
改めましてこんばんは、私の自己紹介を少しさせていただき、それから今期の方針説
明をさせていただきます。生まれは葛飾柴又、亀有で生まれ、育ちは足立区の西新井、
西新井駅から王子に行くバスで、江北 4 丁目というところで育ち、中学 1 年生の時に金明
町に引っ越しました。栄中学へは徒歩で、30 分くらいかかりました。引っ越してきた時、埼
玉県は随分と田舎なのだと思いました。栄中の校庭は私が通っていた足立区の中学の
校庭の 4 倍近くありました。生徒も凄く多くて最盛期は 12 クラスくらいありました。とんでも
ないところに引っ越してきたという記憶がありました。地元の草加高校に進学させていただきました。私立も受か
っていましたが、先生に地元に行って地元を良くしなくてはダメだと言われ、そうかな～と行きました。今もそうか
もしれませんが、当時の草加高校は進学校ではなかったものですから、そのあと苦労しました。専修大学の法学
部に入りました。4 年間はゆっくりと遊ばせてもらいました。卒業した年は昭和 62 年でした。あの頃は日本が一番
良い時期でした。そこから平成に入り、朝買った不動産が、午後転売する。私が勤めていた久喜市、開発が進ん
でいまして、夢のような時代でした。この試験受かるのに 10 年、9 回落ちました。今思うと両親には迷惑をかけた
かなと、32 歳で合格、平成 11 年、33 歳に草加に戻り、両親の金明町自宅の 2 階で開業、1 年後八幡町に不動
産を買い、お見合いで知り合った女性と一緒になり、子どもは 2 人、37 歳と 46 歳の時、女の子が生まれました。
私は今年 56 歳になりますが、まだ 11 歳の娘がいます。まだまだ 20 年以上頑張る気でいます。
奉職では保護司をしています。保護観察で出てきた仮出獄してきた人や少年院から出てきて半年くらい私が監
察する人がいます。私のもとに何回も来た人もいます。あと草加市の公平委員をしています。お亡くなりになった
河井孝夫さんが委員長の時に入りまして、今は私が委員長を受け 2 期目、8 年くらいやっています。年に 2 回役
所の方と会議、何か事がおきた時に外部機関として調整役に入る委員会です。
ロータリー、方針説明に入りますが、今期 3 つ掲げました。
１．例会の早期正常化、全く依然と同じようにするのは難しいかなと思いますが、折角ですから、自己健康管理
面は残しつつ、復活出来たらよいかなと思います。
２．フレンドリーシップの強化 ロータリークラブはもともとそうであったと思いますが、職業を助け合うというか、お
互い協力しあうと横のつながりなどで職業人として、連携が出来たらよいかなと思っています。草加松原は仲
が良いと思っていますので、さらに仲良くなっていかれたらと思っています。
３．新たな価値観に応じたプロジェクトをやりたいと思っています。機会の創造、コロナで私が勝手に見えてきた
ことがいくつかあります。1 つ目は中国、非常に世界的な影響力が大きかった。コロナの影響が中国と言って
いるわけではありませんが、中国は世界的な影響力は大きいと感じました。それから日本は海外との交流の
中で成り立っていた国なのだと改めて感じました。非常に海外との接点が大きくて、その影響で経済が回って
いたのだと感じました。単純ですが、日本は恵まれている国だと感じました。色々な生活、衛生面、教育を見
てもです。
うちの娘は私立の中学に行っていますが、5 月くらいから「ＺＯＯＭ」を使った授業やＤＶＤを使った体操、音楽
の授業もやっています。私が仕事をしている 2 階で歌を歌っているので聞いたら音楽の授業をしていたという
のです。パソコンを使って授業をしています。恵まれていると感じております。
一方では日本は他人任せということも感じます。災害対策、九州の方など大変な思いをされています。私も
八幡町会で文教関係を担当しているのですが、災害のことを考えるとここに避難所を作らなくてはいけない、
あのようにしないといけないと思っていても実際にはなかなか進まない！町会の入会者も実際には減ってし
まい地域に根差した町会には入りたがらないというか、八幡町では 60 パーセント、4 割くらいの方は入ってい
ないと思います。
最後に私が感じるのはポストコロナです。この後どうしよう！感じているのは世界会議や地球レベルの 100 年プ
ロジェクト、おそらく今後見えてくるのではないか、期待感があります。この間加藤さんと徐君と米山記念館に行
かせてもらった時に、徐君は私たちに顔立ちなど似ているのであまり感じませんが、南米の方やアフリカの方な
どは見るからに我々と肌の色など違う、その中で日本語や英語やドイツ語など色々な国の 20 台前後の方々が
集まっているのを見ていて、これからはこのような形が世界基準になっていくのかな、そのようになって欲しい、
日本は中心になってやっているけど良い国かなと感じました。ロータリーの目的の「４」先ほど唱和しましたが「奉
仕の理念に・・・・・推奨すること」この 1 年間ロータリアンとしてこの伝統ある草加松原ロータリークラブの第 9 代
会長としてロータリーに身を捧げて皆さんのお役に立てるように頑張っていきたいと決意しております。以上で
す。どうもありがとうございました。

第９Ｇ 佐々木一男ガバナー補佐
みなさんこんばんは、今年体調不良という事で私の方に白羽の矢が立ちました。基本
的には長谷部さんのほうが適任とは思いますが、若干 2017-18 年度に経験をしています
のでその経験を今年いかに有効にガバナー補佐としての役割を第 9 グループの皆さんに
還元できれば良いのかなという思いも致します。
ガバナー補佐会議が 7 回行われました。その 4 回を長谷部さんに出席していただき、
その資料のデーターをいただき、読ませていただきました。第 5 回から私が出させていた
だきました。地区の事務所は浦和にあり天井が低く、狭い所で、12 グループのガバナー
補佐に地区幹事その他諸々と 18 名くらいになります。第 5 回をやった時にここではとの
意見が出て第６・第７回はオンラインでやるようになりました。私は元々電子機器に強いほうではなかったのです
が、必死にオンラインに取り組みまして、先程の加藤さんの話ではないですが、１０万円で新しいパソコンを買い
ました。
ガバナーの中里さんは、５年前からガバナーになったらこうしたい、ああしたいとの思いが強い方でございまし
た。長谷部さんからいただいた資料を読むと今年度は新しい奉仕を２つ立ち上げてほしい、今までの継続事業が
切れないのならそれはそれで継続しても良いが、新しい社会奉仕事業を２つ立ち上げて貰えれば良いのではない
かとガバナーからのコメントが資料の中にありました。長谷部さんの性格がよく出ていて几帳面に整理された資料
でした。中里ガバナーは強い思いで取り組み始めた矢先にこのような国難といいますか、地球上のウイルスと人
類との戦争が始まってしまったのですね！泣くに泣けなかったのはガバナーなのではないかと思います。第５回
目の挨拶の時にうっすら鳴き声になりました。我々はそれを見て・聞いてうつむき加減で顔を見ることが出来なか
ったこと、記憶に残っています。先日第７回目の補佐会議がございました。オンラインでしたが全員参加しました。
次は新年度に入ります。２７７０地区会員２５００名弱の皆さんに私が今伝えたいのは、まずは健康でいて貰いた
い、ロータリアンとして最初に考えていただきたいのは、健康であっていただきたい、オンラインなどの電子機器を
使わないで皆さんにお会いしながら、顔を見ながらお話しできるそんな日が来るのを我々ロータリアンがしっかり
と協力し合いながら、地球上のウイルスと戦っていこうではないかとの話をされました。
新しく年度が始まりまして、今日は八潮ＲＣの第一例会、補佐幹事の二階堂さんとお邪魔しました。どの前に２
つ草加中央ＲＣと八潮みらいの第一例会に出席させていただいてご挨拶をさせていただきました。草加中央ＲＣ
は２日の昼にしました。入会式でバッチを付けさせていただきました。手が震えました。明日は八潮イブニングＲ
Ｃ、明後日は草加シティＲＣの第一例会と連日続いています。挨拶させていただきながら最初に申し上げるのは、
「ロータリーは奉仕だ、ロータリーは友情だと」ロータリーは何ですかとよく質問されるのですが、ロータリーは他人
のために自分がどこまで尽くせるかというのが大まかなロータリーだという風に言っている人がおおございます。
しかしながらこの１年に限って言えば、人のために、弱い人のために、困っている人のために、何か手助けをして
ほしい人のために何かをやってあげるのがロータリーアンだけど、今年に限って言えばそれは２番目で一番目は
まずは我々の健康を自分なりに、そしてクラブ皆がお互いに助け合いながら健康を第一に考えながらロータリー
ライフ・奉仕の精神を進めて貰えれば良いのかと思っています。
またこの先、公式訪問地区大会・国際大会と色々と毎年目白押しではございますが、これはあくまでもコロナ次
第です。予定という事です。これはご理解とご承認いただければガバナーもホッとするのではと思います。ロータリ
ーは、何が何でも人のために、困っている人のために、求めている人もためにやらなくてはいけないのかもしれま
せん。しかし今年は自分の健康と・クラブのみんなの健康をお互いに心配しあいながらロータリーの友情をさらに
深めていただければ良い１年になるのではないかと思います。我々草加松原ロータリークラブも９代目の木村会
長・加藤幹事年度がスタートいたします。まず最初にしていただきたいのは健康・友情・その次に奉仕と、この１年
に限って言えば順番になるのかと思います。我々自分のことは自分でロータリアンらしく、周りに気を使いながら
相手を思いやりながら１年間過ごしていけばよいロータリアンライフになるのではと思います。長くなりましたが、１
年間第９グループ、草加松原ロータリークラブのために、お力添えできるよう１年間立派なロータリアン人生を送り
たいと思います。どうぞご支援のほど、よろしくお願い致します。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

＊ ゴルフコンペについて
皆様こんばんは、今年度ゴルフを担当させていただきます。よろしくお願い致します。 皆さんのお手元に第４回
飯山・富永年度第４回ゴルフのご案内は届いていることと思います。数名の方から参加の連絡はいただいており
ますが、より多くのご参加をお待ちしております。７月２８日(火)ですが、新年度なのですが、コロナの影響でゴル
フの行いない状況で飯山・富永年度の最終を飾りたいという事で木村会長に申し上げたところ、快諾していただき
ました。７月２８日は千葉カントリー梅里コース開催ですが、今年１月も梅里コースで行いました。２回続けての開
催なのですが、コロナの影響もありまして近いコースで密を避けたプレーをしたいという事で当クラブの千葉カント
リーメンバーの方にお願いして梅里コースを取りました。また今年度もコース・プレー代も考慮して素晴らしコース
で第１回を行いたいと思いますのでよろしくお願い致します。

＊親睦会について
７月２１日の例会は、レセプションルームでクラブ協議会なのですが、例会終了後平城苑で密を避けた上で
懇親を深めたいと思います。ご都合のつく方はご参加ください。よろしくお願い致します。

奨学金授与

米山奨学生 徐 緒隆君

皆さんこんばんは、今日パンフレットいただいて色々内容を見せていただきました
「Rotary Opens Opportunities」ロータリーは機会の扉を開くというのが和訳なのです
けど、この「機会」、私の理解は、人と人の繋がりという機会を私にとって開いたと、
感じました。実際今年の３月に大学の同級生と事業を始めたのですが、つい最近
大事なところでトラブルに巻き込まれていて、その時に自分がどうすればよいかと
なったのですが、その時に木村会長さんにＬＩＮＥをさせていただきました。
その時は日本にいて頼れる人が誰もいなくて、どうすればよいかわからなくて、
アドバイスひてくれる人がいれば気持ち的に落ち着くというのが１週間くらい前にわかりました。
ここで色々な方とコミュニケーションを取っていき、この機会を色々な意味でとらえていきたいと考えています。
ありがとうございました。

7月7日
金額

ニコニコＢＯＸ

23,000 円

7 月７日
会員総数
38
出席免除
5
出席適用
33

木村 博行会長
加藤 芳隆幹事
会田小弥太会員
飯山 英彦会員
牛山 信康会員
大久保雄司会員
大塚 嘉一会員
川井 大輔会員
来栖 勝幸会員
佐々木一男会員
篠宮 時雄会員
田川 富一会員
田中 和郎会員
二階堂祐司会員
富永
悟会員
長谷部健一会員
松田 龍美会員
森
勇一会員
渡辺美和子会員

累計

23,000 円

出 席 報 告
出席
18
ＭＵ
0
出席率
54.55

今後のプログラム
7/28
8/4
8/11

休会
誕生祝・結婚祝
休会

レセプション

皆さん、1 年間よろしくお願いします。明るく元気にがんばります。
2020 年の始まりです。皆さん 1 年間宜しくお願い致します。誕生祝をありがとうございます。
木村博行会長・加藤芳隆幹事 1 年間よろしくお願い致します。
木村・加藤年度の門出おめでとうございます。米山奨学生叙君ようこそいらっしゃいました。
今日は七夕様です。木村会長いよいよです。彦星のようにかっこよく、キラキラ輝いて会長
職をお勤めください。
大変な時代にスタートする木村会長・加藤幹事年度、ご苦労様です。
父親が足の骨折で入院しました。本人が一番辛いでしょうが、通院に通う家族も大変です。
骨折だけに骨が折れます。
木村会長・加藤幹事 1 年間お世話になります。
新年度が始まりました。できる限り出席してまいります。
木村会長・加藤幹事 1 年間よろしくお願いします。
木村会長・加藤幹事雨にも負けず、コロナにも負けず、よろしくお願いします。
先日は欠席となりました。飯山・富永、前会長・幹事、ご苦労様でした。
木村会長・加藤幹事年度のスタートおめでとうございます。
木村・加藤丸の船出を祝して 1 年間お世話になりますよ！
第一例会、新年度のスタートです。コロナに負けずに 1 年頑張りましょう。
木村会長・加藤幹事 1 年間宜しくお願いします。これから 1 年間のロータリー活動をたのし
みにしています。
木村会長・加藤幹事の船出お目出当ございます。楽しい 1 年を期待しています。
皆様お久しぶりです。私は毎日体温を測っていますが、年間 36 度前後です。年ですからコロ
ナに罹ったら肺炎になるので人生アウトです。
今日は七夕です。木村・加藤年度の第一例会おめでとうございます。1 年間頑張って下さい。
七夕の夕べに木村会長・加藤幹事のスタートおめでとうございます。

