
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆ お客様   米山奨学生 徐 緒隆 君 

◆ 会長あいさつ      木村 博行会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

８月４日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、先日の飯山・富永杯ゴルフ大

会、加藤幹事が優勝という事でおめでとうございまし

た。前回優勝の川井さんは残念でした。9月に木村博

行・加藤杯がありますので、日程調整が出来ましたら

よろしくお願い致します。前回もお世話いただきました

山口委員長次回もよろしくお願い致します。 

 今日朝、町会の行事で 8 時に中公園というところに

行きまして、120人くらい子どもが集まって、久しぶり、

何年ぶりでしょうか、ラジオ体操をやりました。ラジオ

体操第 2 用意と流れ、ラジオ体操第 2、どんなだった

か？でも周りを見ながら久しぶりにやったら覚えてい

ました。NHK でやっている方が作曲したという事です

から、子どもの頃からやっていたので、身に沁みつい

て音楽が流れると体が動く、結構人が集まりました。

今でもこんなに子どもが集まるのか、私の子どもの

頃、近くの公園でラジオ体操をやって 30 日の内、何

日かハンコを貰ってお菓子などを貰った。楽しみにし

ていた記憶があります。子ども達の考え方は変わっ

ていないのだ、行事をやりたいし、閉塞した現代の中

でも子ども達はもっと遊びたいのだと感じました。 

 10月 6日、ガバナー公式訪問です。来年 3月 27日

(土)浅草ビューホテルで IM です。そして来年 6 月 12

日～16 日台湾で国際大会です。本当にやれるのでし

ょうか？ 

 

 

第３９７回 例会 ８月１８日 草加市文化会館 

会 長：木村 博行 

幹 事：加藤 芳隆 

 

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 

国際ロータリー第 2770地区第 9グループ 

草 加 松 原 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  

 色々な行事が目白押しなのですが、私はこの 4 か月

間でやってきたことは運動と仕事、体重が 78 キロあり

ましたが、今は 70 キロなのです。8 キロ痩せましたが、

皆さんあまり言ってくれないのですが、後ろから見ると

痩せているように見えると言ってくれる人もいます。 

 仕事、朝と夜本当に仕事しています。気づいたことが

2 つありました。今までの昼の時間をそれまでより 1.5

倍働いて、夜も朝もやっているので 2 倍くらいやってい

ると思うのですが、見えてきたことは、自分はまだまだ

働けるなという事と、もう一つは仕事以外の先ほどラジ

オ体操の話をしましたが、ラジオ体操やロータリークラ

ブの活動が非常に貴重に感じるのです。仕事ばかりや

っているものですから、仕事以外の方々と今日お会い

して話ができる時間、牛山プログラム委員長からいた

だくメールが本当に貴重なのです。仕事以外やること

がないものですから、仕事以外の用事が入ると嬉しくて

しょうがない、「忙中閑あり」という言葉がありますが、

忙しい中に、暇というか時間を作るというのは楽しいと

いう言い方だと思うのですが、本当に忙しくて仕事ばか

りやっていると、仕事以外の用事は有意義だと感じて

おります。次回ゴルフは私の年度の第 1 回ですから加

藤幹事を破って優勝を目指していますけど、今仕事し

かしていませんのでクラブ握る機会がないので同じ結

果になると思いますけど、皆さんロータリー活動、それ

から色々な仕事以外の家族との時間がいかに貴重化

という事をコロナを通じて思い知らされました。私と同じ

ように仕事外の活動を是非充実していただければと思

います。どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 松田龍美会員増強維持部門委員長 



                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 誕生祝 ８月１３日  結婚祝 ８月２６日     木村博行会長 

 今日は私の独断会ですね！５６歳になります。８月１３日で５６歳なのでまだ５５歳ですが、最近運動して

いるのですが、筋力の戻りがあまりよくない！二階堂さんに指導を受けたいなと思っているのですが、これ

からまだまだいろいろなことを挑戦しようと持っているのですが、今は環境が許してくれないと思いますので

この機会に、今自分ができることを計画をたておいて、コロナが終わっってからやろうと、今のうちに練って

おこうと思っておりますけど、いつになったら実現するかわかりませんけど！ 

 またみんなと一緒にワイワイやれると気が早く来てほしい、来年の誕生日には皆さんと大騒ぎしたいと思

っております。よろしくお願い致します。 

 結婚して、家はちょうどミレニアム結婚だったのです。２０００年にしましたのでちょうど２０周年、やっと先

輩たちに追いついてきたのかな？まだまだ新婚のつもりでしたが、いつの間にかおじさん・おばさんになっ

てしまって、それでも毎日仕事で顔を合わせているので、普通のご夫婦よりもしかしたら２０年というのが、

３０年から４０年一緒にいるような恋人同士というよりも同士．戦友に近づいてきた気がします。 

富永さんと一緒で、うちの家内がここに来ることが１年間の間にできるかどうか、それが私との愛情の深

さだと思います。１度くらいはうちの家内の顔をお見せできると気があればよいなと思いますけど、無かっ

たらごめんなさい！ありがとうございました。 

 

 誕生祝  ８月１日    関 洋会員 

  皆さんこんばんは、ことしで６３歳になります。毎週火曜日が７月・８月・９月と「肺がん検診」をやってお

りまして、なかなか来られないのですが、皆様もまだ検診を受けてない方は、住民票のある方なら検診が

受けられますので是非受けて下さい。３０人に１人くらい引っかかります。ありがとうございました。 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 飯山・富永杯最終ゴルフコンペ     ゴルフ担当 山口昭人親睦委員長 
  皆さんこんばんは、先程木村会長からお話がありましたように、７月２８日(火)千葉カントリー梅里コースで飯
山・富永杯の最終戦を行いました。結果を発表したいと思います。 
・第３位 三階堂祐司会員 

  ・第２位 松田龍美会員 
  ・優 勝 加藤芳隆幹事 
  ドラコン・ニアピン ２ホール 
  ６番 ドラコン  横山正一会員  ７番ニアピン 加藤芳隆幹事  １６番 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 4 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 14,000 円 累計 55,000 円 

8 月 4 日  出 席 報 告 

会員総数 39 出席 17 

出席免除  4 ＭＵ  0 

出席適用 35 出席率 57.58 

木村 博行会長 8月は私の誕生祝と結婚祝のダブルです。晩婚の私もやっと 20年目となりました。 

大先輩の皆さんに追いつくようがんばります！！ 

加藤 芳隆幹事 誕生祝・結婚祝の皆様おめでとうございます。 

梅雨もようやくあけて暑くなりますから、体調に気をつけましょう。 

会田小弥太会員 誕生祝・結婚祝の皆様おめでとうございます。 

牛山 信康会員 昨今コロナで騒がしい世の中ですが、芝生の上ではバイ菌がいないので健康のためゴルフ

に精を出す今日この頃です。 

大久保雄司会員 長が～い梅雨があけから、猛暑襲来、マイッタ、マイッタ。 

川井 大輔会員 誕生祝・結婚祝の皆様、暑い中ご苦労様です。 

佐々木一男会員 誕生祝・結婚祝の皆様お目出とう御座います。 

二階堂祐司会員 お誕生・ご結婚祝の会員の皆様おめでとうございます。 

田中 和郎会員 木村会長、誕生祝・結婚祝おめでとうございます。 

富永  悟会員 誕生月・結婚記念月の皆様おめでとうございます。 

長谷部健一会員 梅雨明けと共に猛暑となりました。体調に気をつけましょう。 

        誕生・結婚祝の皆さんお目出当ございます。 

松田 龍美会員 誕生祝・結婚祝の方おめでとうございます。 

森  勇一会員 8月生まれ、結婚記念日お皆様おめでとうございます。 

山崎 秀美会員 お久しぶりです。会長幹事頑張って下さい。1年間！ 

  
＊公共イメージ ZOOMセミナー 

   8月 22日  第 1部 会長・担当委員長 

第 2部  5年未満の会員 

＊地区大会記念ポリオ撲滅ゴルフ 

  10月 5日 プレステージ CC  

＊ロータリー100周年記念切手販売について 

 日本郵政から 9 月 18 日、84 円切手を発売される

そうです。ご興味のある方はご購入下さい。 

＊例会終了後理事会がございます。理事の方は 

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。 

＊先ほど木村会長からもお話がありましたが 7月 

21 日に、佐々木ガバナー補佐と中心といたしまして

会長幹事会が行われ、4つの議案が出ました。 

１．IMについて 

日程 2021年 3月 27日(土)  

場所 浅草ビューホテル（第 9・10合同） 

スケジュールを空けて頂ければ有難いです。 

２．IMゴルフコンペ(第 9・10合同) 

    2021年 5月中を予定しているとのことです。 

３．国際大会は 6月 12日～  台北 

４．公式訪問 10月 6日  

お酒・懇親会はやらない！ 

 

皆さんこんばんは、近況報告なのですが、大学は現在学校が閉

鎖されておりまして、人が集まるのを避けるためにオンライン授業

となっています。学校から連絡が来たのですが、今年の後期も全

部オンライン授業となります。 

 今年の３月に同級生と中国から輸入の仕事をはじめたのです

が、最近のスケジュールは朝１０時から１７時まで仕事をして、学

校の授業がオンラインで、８割がレポートメインになっているの

で、１８時頃からよる２２時くらいまでにレポートを終わらせそのあ

と次の日のスケジュールを立てるのが最近の近況報告です。

色々やり始めると自分が色々な所でわからないことがたくさんあ

り、日本のルールなども指摘をしていただけると幸いです。ありが

とうございました。 

 

今後のプログラム 
8/25  休会 

9/1  誕生祝・結婚祝       レセプション 

ZOOM取り扱い講習   レセプション 

9/8  卓話 大塚嘉一会員     レセプション 

 

https://illustimage.com/?dl=10004

