２ ０ ２ ０ ‐ ２ １ 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

第３９６回 例会 ８月４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
７月２１日の例会記録
◆ 会長あいさつ

木村 博行会長

皆さんこんばんは、コロナの影響で色々中止になっ
ています。まだまだ気をつけていただいたほうが良い
ですね！前回の時に佐々木ガバナー補佐に提案い
ただきました。「草加基金」例会の翌日に１０万円寄付
をしてまいりました。後々どこかで役に立てていただ
けると思います。
皆さんのお手元に「東武新聞」私の作り笑いが載っ
ています。その後ろのページには森さんの森紙器さ
んの「災害詰所の段ボール製簡易ベッド配置」の記
事も載っています。後で見て下さい。
日曜日に「管理運営部門セミナー」という事で。１部
に富永さん、２部に加藤さんご参加いただきありがと
うございました。１時間３０分くらいでしたか、自宅で私
も出ましたが、結構辛いものがありました。前半は頑
張れたのですが、後半はだらけてしまいました。８月
にまたあります。お声をかけますので、参加していた
だきたいと思います。ライブで生にお会いできるのが
一番良いと感じた次第です。
今日は私も午後法律相談に行って来ました。３時間
で６人、結構きつかったのですが、６人中４名の方が
女性の方の相続のことでした。４名の方のご主人が
お亡くなりになってのご相談を聞いてきました。女性
の方の相談が多いと感じましたし、皆さん心残りのな
いよう、遺言の話もしました。

仕事でも最近感じるのは、ベトナムの女性の社長さ
んで、決済でお会いしまして、稲荷町の方にベトナム料
理店を８月に開業する。頑張って下さいと声をかけまし
たが、外国の方が日本に来て、ロータリーではありませ
んが、地元のベトナム料理をメインに出したいという方
もいらっしゃいますので、日本人であります我々もがん
ばりたいと思います。
今日はクラブ協議会という事です。各部門委員長か
ら１年間の目標などお話しいただきたいと思いますの
で宜しくお願いいたします。
なかなか元気よくいくのも声を控えめにやって下さい
と、うちは朝礼を毎日やっています。その場その場で新
しい習慣というか、あった形でこれからやっていく必要
があると思いますのでよろしくお願い致します。本日も
よろしくお願い致します。

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。
＊草加松原ロータリークラブ杯バレーボール大会
日時 ９月１３日 開会式９：１５
場所 市民体育館
コロナの影響で中止の場合もあるとのことです。
＊２８日にゴルフコンペを予定しております。
後程山口キャプテンから説明があると思いますがよ
ろしくお願い致します。
＊本日予定しておりました親睦会は中止となりました。
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
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PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp

管理運営部門

富永 悟委員長

皆様こんばんは、今電話に出てしまいましたが、私が紹介者で７月１日から草加松原のメンバーになっている
加州君からで、今日はどうかと連絡をしておいたのですが、奥さんが医療従事者という事で、色々と書類も欠か
されるという事で、もう少し先の延ばさせて頂ければ有難いと思っています。
管理運営部門といたしましては、プログラム委員会が牛山信康委員長、出席委員会が川井大輔委員長、親睦
委員会が山口昭人委員長、ロータリー情報委員会が高橋昌夫委員長ということで皆さんベテランの方が揃って
いるという事で安心していますが、昨今のコロナ感染を鑑みて、密を作ってはいけないという状況になっておりま
す。日曜日会長と参加させていただきましたセミナー、リモート会議、初めて携帯でしました。その中でもこのよう
な会議を各クラブで検討して各例会に会場でやる中でもＺＯＯＭを利用してできるような配慮を今後していったら
との提案がありました。無理に会場に来るような要請は慎んだほうがよいのではとの話も出ていました。
私もＺＯＯＭを初めてしましたが、木村会長の顔ばかり見てしまいました。はじめはＴシャツでしたが、皆さんＹシャ
ツを着ていたので、上だけＹシャツに着替えました。ＺＯＯｍでも皆さんの顔は見られるので、それも一つの楽しみ
になると思います。これからもがんばっていきたいと思います。よろしくお願い致します。

プログラム委員会

牛山信康委員長

皆様こんばんは、年度計画書にも書いてありますが、
プログラムが充実することが一番と思っています。例会
に来てプログラムが良くて、よい例会だったと言われる
ような企画をこれからもしていきたいともいます。委員に
は長谷部家にチさんがおりますので、非常に頼もしいと
思っていますので、２人で色々とアイデアを出しながら
意義のある例会にしていきたいと思います。
コロナの影響もあるので、外部卓話の依頼が難しいの
で内部卓話(会員卓話)を考えながらやっていきたいと思
います。頑張りますのでよろしくお願い致します。

親睦委員会

山口昭人委員長

皆さんこんばんは、親睦員として、風間さん・丸山さ
んに新入会員となりました加州さんの３名です。
コロナ社会に対応し、三密を避けた新たな会員相互の
親睦と融和に努めていきたいと思います。
計画は例年と同じなのですが、誕生祝・結婚祝・炉辺
会合・親睦ゴルフ・暑気払い・クリスマス・お花見などの
移動例会等、状況を考えながら行います。
皆さんご承知の通り、コロナが大変な旋風となってしま
って、計画はあるのですが、その都度周りの状況を見て
木村会長・加藤幹事と相談しながら、十分考えて行って
いきたいと思います。本来なら皆さんと集まってワイワイ
するのが一番楽しいのですが、状況が厳しいのでその
あたりを考慮して１年間やっていきたいと思いますので
皆様のご参加をよろしくお願い致します。

ロータリー情報委員会

出席委員会

川井大輔委員長

皆さんこんばんは、委員長が私で委員が牛山さ
んと出席率は良いので、自信をもっていきたいと思
います。学校と違うので出席というのはあまり言い
たくはないのです。
ロータリーの良さは参加しないとわからないです
ね！クラブの行事に参加することに意義があると
思っています。
毎月ガバナー月信が届くと各クラブの出席率が
出ています。７４クラブの内、草加松原はだいたい
７０番台ですね！せっかく高い会費を払っているの
でロータリーに出ないという事はもったいないと思
います。ちなみに２０年間は快出席でした。規定な
ど詳しいです。出席率の云々ではなく、ロータリー
に参加していただくことを期待したいと思います。
誕生祝・結婚祝の方には電話などしたいと思いま
すので是非ご協力をよろしくお願い致します。

公共イメージ部門委員会
渡辺美和子委員長
皆さんこんばんは、世界につながるロータリー
クラブ。 会員それぞれが助け合い、また何かしら
世界に貢献できるよう、外に活動を広げていること
を進んで知らせていきたい。イメージとしては内向
きではなく行きましょうという事で皆さんがそのよう
な気持ちをもって、制限はありますがよろしくお願
い致します。

大久保雄司委員

情報委員を何度もしましたが、私の知っている情報はずいぶん昔で、ロータリアンになって間もなく４０年になり
ますが、何がロータリー良いのかと、コロナになってつくづく考えたのです。
資格商売ですから本来ひとりで話し相手もなく、ロータリーに来た時に大勢人がいて、１週間に１度食事をしな
がら色々な話が出て良いなと思ってまもなく４０年ロータリーをやっています。
コロナの後、世の中の仕組みがガラッと変わるのだろうとテレビなどで言われています。どんな時と似ているのか
と思ったら、今戦時中に、小学校に行っていたのは私と田川さんだけになってしまいましたが、その時は世界を
相手に戦争して日本は必ず勝つと大人も子供もみんな思っていたのが、ある日東京の空が真っ赤になって、翌
日、東京からボロボロの姿で大勢の人が通って行く、日本はこれで終わってしまう、世界が終わってしまうと子供
心に思いましたがその後世界は大きく変わって高度成長期でいい夢を見ました。世の中が変わるという事はあま
り怖いと思わなくてよいのかなと、これが変わって良い夢が見られる年でなくなりましたが、あまり心配しなくても
なるようになるのかと思います。ロータリーにはあまり関係ない情報になってしまいました。

会員増強維持部門

加藤芳隆幹事（代理）

松田委員長・山崎委員長の代理という事で方針を述べさせていただきます。

会員増強維持委員会
１．ロータリークラブの例会並びに活動が楽しいものであるという事を知ってもらい、入会してくれる様に努力する。
２．新入会員に対しては、ロータリークラブの用語、ロータリーソングを早く理解していただく様、手を差しのべまし
ょう。
３．会員数５０人を目標とします。

職業分類選考委員会
現在は、実際の会員身分の原則に従い職業分類の修正を行い、クラブの所在地域内の職種の多様な変化に対
応するため、職業分類の慣行を慎重に考慮し、現代の事業、専門職務および社会奉仕の環境に合わせるために
必要な場合は、職業分類の拡大解釈を適用することが求められているようです。これは一見職業分類の多様化と
も感じられます。しかし、このような世の中の流れとは逆行し、１業種１名が規定審議会により 1 業種 5 名以内にな
り大規模クラブでは５名以上も、全会員の１割以内であれば可能になっているようですが、あまり一部の職業に偏
らない全方位のクラブになれば良いと思います。この点、腐心したいと思います。

奉仕プロジェクト部門

佐々木一男委員長

皆さんこんばんは、奉仕部門は本来５つの部門がございます。今年は４つであとクラブ奉仕がございます。
本日は社会奉仕・国際奉仕委員長がお見えでございますので、お見えでないところをお話させていただきます。
奉仕部門はロータリーの一番の花形、一番の看板ですので、毎年委員長さんをはじめ委員会の皆さんには頑張
ってやっていただいておりますが、今年は社会奉仕・職業奉仕・青少年奉仕の秋山さんにしましても涙を呑んで１
年間過ごさなくてはいけないようなスタートになったのが非常に残念だったような気がいたしますが、何はともあれ
奉仕に関しては、自分の心身共にご自愛いただきながら、奉仕が出来なくてと思うよりも、少しの奉仕が出来てよ
かったという方向で考えて、１年間を過ごしていただければと思います。１年間よろしくお願い致します。

職業奉仕委員会

森 勇一会員

皆さんこんばんは、今年度２７７０地区職業奉仕委員会に出向しております。どのようなことをするのかと申しま
すと、来年１月に奉仕月間があります。委員が５人おりますが、その５人が割り振って５クラブ以上１０クラブ以内
で卓話をするという事で、テーマは「ロータリーとは何ぞや」という事でベテランの重鎮がいる中で卓話をしてきなさ
いと今特訓を受けています。月２回委員長が岩槻東ＲＣの方なので毎回試験形式、クイズ形式といえばよいので
しょうか、例えばロータリーを最初に始めた４人で弁護士は誰？といった形、１番はポールニューマン、２番ポール
ハリス、３番ポールマッカートニー、４番ポール牧、さあ何番でしょうと言った形です。
このような形で楽しく勉強しています。職業奉仕という事で職業奉仕とはという質問は必ず来るのでこれは覚えて
おきなさい、奉仕とボランティアの違いを語れるようになりなさい、これはなかなか難しいですね！ボランティアは
自分の好きな時に自分の意志だけで好きな所に飛んでいく、どちらも報酬はいただけないものですけど、奉仕は
依頼を受けて自分の職業でいかせるもの、これも全うすること、自分の仕事を置いといてやっていくという考え方、
このような考え方、利他主義、その反対語は何でしょうか、自利でしょうか、奉仕の理念、職業奉仕委員会、ロータ
リーの金看板とも言われていますし、ロータリーの根幹、君は縁あって２７７０地区の職業奉仕委員会に出向した
からにはしっかり勉強したまえと言われております。非常に厳しい委員会に行ってしまったと、入会して７年目で会
長も経験しましたが知らないことが多いと通説にわかりました。先ほど川井委員長からもありましたが会費を払っ
ている以上やらないと損かなと思いました。来年１月卓話に行って来ます。是非皆さん背中を押していただければ
有難いと思います。「最もよく奉仕するもの、最も多く報いられる」この言葉どなたの言葉でしょうか？宿題でござい
ます。

社会奉仕委員会

会田小弥太委員長

皆さんこんばんは、委員は池田会員・芹澤会員・内
藤会員でございます。先ほど佐々木部門委員長が話さ
れていましたが、今年奉仕事業は難しいと思っていま
す。いずれにしても社会奉仕は皆さんと密にならないと
できないので厳しいと思っています。
方針は継続事業の黄色いハンカチ運動・バレーボー
ル・卓球大会の支援に新しい奉仕活動を立案していか
なくてはとは思っています。バレーボール大会は９月に
開催の予定です。卓球大会については今のところわか
りません。皆さんにご協力いただいて、新しい奉仕活動
を立案していきたいと思いますので、ご協力をよろしくお
願い致します。

国際奉仕委員会

大塚嘉一委員長

皆さんこんばんは、木村会長から仰せつかって
びっくりしましたが、華やかな委員会だと眺めてい
たので嬉しかったですが、このような時節柄なので
派手な活動もできない、基礎固め、土台造りを木村
会長のご指導を仰ぎながらこの１年やらなくてはい
けないのかなと思います。
瀬戸会員がやっている「日本マルタ協会」先日大
統領が来日されまして私も参加させていただきまし
た。結構派手でした。その総会が３０日木曜日にあ
ります。お時間がありご興味がある方、瀬戸会員に
声をかけていただければと思います。国際奉仕の
意味を考えながらやっていきたいと思います。

青少年奉仕委員会

加藤芳隆幹事(代理)

方針といたしまして、次世代を担う青少年の育成は、重
要なプログラムです。
青少年交換事業にも参画出来る様、前向きに検討して
いきたいと思います。
世代を超えた立場で話し合い、交流を深め、様々な活
動を通じて次世代を担う未来の
ロータリアンの育成を目指します。
機会があれば、草加市内の高校生をお迎えし、交流が
図れればと思います。
コロナ禍で制約は予測されますが、皆様のご協力をよ
ろしくお願い申し上げます。

米山記念奨学部門

ロータリー財団部門

田川富一委員

皆さんこんばんは、委員長から何も伺っていない
のですが、良いことが書かれていますので皆さん読
んで下さい。
この委員会は、皆さんのご協力で寄付を集めてそ
れを基に活動ができると伺っております。木村会長の
もとよろしくお願い致します。
先ほど３月１０日の話が出ましたが、私は国民学校
１年生の時でした。その日は出られなかったです。焼
夷弾を落として焼いたところにまた落とす。あくる日に
ぞろぞろと４号線を被災された人が田舎に疎開して
いく、中には鍋・窯を頭に載せて荷物をもっていく人
がいました。どうしても気になって困っている人がい
るとうちに泊まれと雑魚寝の状態でしたが・・
寄付をよろしくお願い致します。

加藤芳隆幹事(代理)

方針といたしまして、米山奨学部門は、日本で学びた
いと志し、日本の大学で学んでいる学生を支援する事
業です。
今年度と次年度の２年間、獨協大学で学んでいる中国
出身の「徐 緒隆(ジョ シュロン)君（３年生）」を米山奨
学生として世話をすることになりました。
徐くんには交流を通じてロータリーの奉仕の精神、人
生観、価値観を高め、将来日本と世界を結ぶ「架け橋」
となり、世界平和のため貢献する人材に育ってくれるこ
とを望んでいます。
先日木村会長と徐君と３人で米山記念館、静岡の方
にバスで行って来ました。高速道路バスは１台もはして
いませんでした。その後、御殿場のアウトレットの駐車
場にはロータリーのバス２台だけでした。

ＳＡＡ

森勇一会員

先ほどの宿題の答えはアーサー・フレデリック・シェ
ルドンです。１９１０年ロータリー初のシカゴ大会で
「最もよく奉仕するもの、最も多く報いられる」という事
でこれを発表して承認されたということでした。
ＳＡＡのことですが、ＳＡＡをと木村会長から依頼が
あった時には毎週でなくてはいけないとこれは参った
との印象が最初はありましたが、先程と言っているこ
とは違うとの話になりますが、今の私の言葉が正し
い、やったほうが得ですとの話です。
ＳＡＡは例会の仕切り役、例会の進行が締まりをもっ
て例会の進行をやっていきたいと思います。１年間ど
うぞよろしくお願い致します。

ゴルフコンペについて 山口昭人親睦委員長

プログラム委員会

飯山・富永杯第４回取り切り戦、参加者は１０名
です。
知名カントリー梅里コース、こちらのコースは天候
に関係なくコースにカートが入れられますので歩
行に心配な方も安心してコースに出られますので
１人でも多くのご参加をお待ちしております。
プレー終了後、クラブハウスレストランにて、三
密を避けて表彰式を行います。よろしくお願い致し
ます。

プログラムで迷っています。検討する上で、８月第２例
会は暑気払い例会、これをどうすればよいか、木村会長
をはじめとする理事会で決めることですが、皆さんのお考
えなど聞いてみたいとの気持ちもあります。今考えている
のは「シュガー・ヒル」をお借りしてと、考えていますが、三
密にならないためにはどうしたら良いか考え、迷っていま
す。皆さんの意見を私や木村会長にお声を寄せていただ
ければ嬉しいです。今プログラム委員長の八並でござい
ます。よろしくお願い致します。

誕生祝 ７月１１日 秋田和宏会員
先月は、息子が熱を出し、その後も娘が熱を出すという事で、
休校明けで授業もタイトで疲れて風邪が流行っているようで、
コロナの影響で会社のマニュアルに従って、２日間は会社を休む
という形に決まっておりまして、会社にも来たり来なかったりという
形になってしまいました。
私の誕生日は７月１１日という事でセブンイレブンと会社で
言いふらしていましたら、部下からお祝いをいただきました。
非常に良い記念となりました。コロナでこのような状況ですので、
気をつけていただいて、昨日竹ノ塚でクラスター発生という事も
ありましたので気をつけていただければと思います。
ありがとうございました。

牛山信康委員長

開催日 7 月 28 日(火)
場所

千葉カントリークラブ
梅里コース

参加者 飯山英彦会員
加藤芳隆会員
川井大輔会員
木村博行会員
篠宮時雄会員
松田龍美会員
二階堂祐司会員
長谷部健一会員
横山正一会員
山口昭人会員

7 月 21 日
金額

ニコニコＢＯＸ

18,000 円

7 月 21 日
会員総数
38
出席免除
5
出席適用
33

累計

41,000 円

出 席 報 告
出席
18
ＭＵ
0
出席率
54.55

今後のプログラム
8/11
8/18
8/25

休会
会員増強について（暑気払い例会）
休会

木村 博行会長 各部門委員長様、発表をよろしくお願いします。コロナワクチンが普及して皆さんと
三密になりたいです。
加藤 芳隆幹事 今日はクラブ協議会、よろしくお願いします。オンラインのＺＯＯＭセミナーを
はじめで経験いたしました。勉強会や会議には便利なツールです。
会田小弥太会員 二階堂会員によると足立区のフィリピンパブでクラスターが発生したようです。
心当たりの方は注意して下さい。
秋田 和宏会員 コロナの影響(子供の風邪)で出席できませんでしたがよろしくお願いします。
牛山 信康会員 皆様こんばんは、２３日からＧＯＴＯキャンペーンが始まります。私も政府の方針に
沿って来週２泊３日の旅行に出かけます。観光地が元気になりますように。
大久保雄司会員 宇宙探査機「はやぶさ」６年ぶりに地球に戻ってくるが、そのまま１０年くらいかけて
別の小惑星探査に向かうらしい、気の遠くなるような探検
大塚 嘉一会員 昨日と今日でウナギを３回食べスタミナをつけました。
私の評判もうなぎのぼりといきたい。
川井 大輔会員 そろそろ梅雨明けでは、期待しております。
来栖 勝幸会員 クラブ協議会宜しくお願いします。自粛継続中です。(汗)
佐々木一男会員 クラブ協議会楽しみです。
二階堂祐司会員 私の地元の竹ノ塚のフィリピンパブでクラスターが発生しました。２２人です。
接待を伴う飲食はもう少しガマンしましょう。
富永
悟会員 コロナが身近になった気がします。皆さん気をつけましょう。
長谷部健一会員 ７月１９日(日)・２０日(月)とＧＯＴＯ山梨に行って来ました。
割と若い観光客が多くの地域からきていました。
森
勇一会員 今日は土用の丑の日。残念ながら今晩のお弁当はウナギではありません。
会員の皆さんは明日食べて下さい。因みにうなぎ屋は並んでいました。
渡辺美和子会員 ここの所、日本庭園のことを本で楽しんでいます。
江戸期の大名庭園は世界に誇れるレベルだったそうです。

