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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３９９回 例会 ９月８日 草加市文化会館
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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

卓話 大塚嘉一会員「民法改正について」
９月１日の例会記録
◆ 会長あいさつ

二階堂祐司会長エレクト

皆さんこんばんは、本日木村会長から電話をいただ
きまして、今日欠席するからよろしくお願いしますと言
われたのですけど、ちょうど配達に出ていた時で、電
話に名前が出るのです、一度間違えて電話をしてし
まったことがあるので、皆さんの名前の後に○○ロー
タリーと付けているのです。今日もロータリーと見えた
ので、佐々木さんからよく電話をいただくので、佐々
木さんかなと思ってよく見たら、木村さんの名前で悪
い予感はしたのですが、今日は出られないかもしれ
ないので、会長あいさつを代わりにやってくれないか
と言われた時に、エレクトはこのような仕事をしなくて
はならないのか！と思いました。道すがら何を話そう
か色々考えてみたのですが、今まで会長の皆さんが
何を話されたか考えたのですが、意外にもあまり覚え
ていないのです。何を話しても良いのかなと考えなが
ら来たのですが、先程八潮ＲＣの会報を見せていた
だきました。先週お休みをしたので 2 週分ここにあり
ますが、佐藤会長はロータリーに関する話しをされて
いました。さすが八潮ＲＣだと思いました。
うちのクラブの会報を見ると、木村会長は、先週はレ
コードの話、先々週はラジオ体操の話と草加松原ＲＣ
らしいなと思いました。
世間では安倍さんが辞めて新しい内閣、色々と騒
がれています。豊島園が閉園、私は特別な思いでは
ないですが、やはりコロナですね！皆さんコロナと聞
くと嫌だと思うのですが、家内のおふくろさんが、親父

さんの介護のストレスで顔面麻痺、人ってあんなに顔
が変わってしまうのか、大丈夫と思うほど変わってしま
い、入院することになり、入院をするにあたり、「ＰＣＲ検
査」をして下さい、面会は控えて下さい、また面会をす
る人も家族で代表 1 人だけで、その人も「ＰＣＲ検査」を
受けたのち、陰性と分かった人だけ来て下さいという事
で家内が代表で受けました。結果が出るまでに 3.4 日
かかるのです。家内が言うには、よくテレビで映ってい
るように、ビニールの幕が貼ってある所から手が出て、
綿棒で鼻の中をグルグルとやられるそうです。この中
で「ＰＣＲ検査」を受けたことある方いらっしゃいますか、
いませんか？本当に奥のほうまで綿棒を入れられるそ
うです。後頭部まで突き出るのではないかと思うくらい
と大袈裟だと思うけど言っていました。唾でもできるそう
ですが、唾は相当量ひつようとのことでした。3.4 日後
晴れて陰性と分かり、私も・娘も一緒に住んでいるから
大丈夫だと思いましたが、検査の結果がわかる前に移
ってしまったらそれは何のための検査なのか、また検
査結果がわかり 2 週間過ぎてしまうと、また検査を受け
なくてはいけない、それまでに退院したので 2 度目は受
けないで済みましたが、私自身も移っていないと安心
はしましたが、検査を受けた後に電車の中などで写っ
てしまったらあまり意味はないのかなと感じました。
一般で検査を受けるには 3.4 万円かかるそうですが、
病院都合という事で 1、000 円で済みました。いつまで
続くかわかりませんが、仕事にも影響は出ています。ロ
ータリーにも影響は出ています。これから先暗い気持
にもなってしまいますけれど、色々頑張ってロータリー
ライフを楽しんで行きたいと思います。ありがとうござい
ました。
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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

誕生祝

9 月 23 日

二階堂祐司会員

皆さんこんばんは、会長のあいさつばかり考え
ていて、こちらのあいさつは全く考えていません
でした。
今月２３日に６１歳になります。このところ、１年１
年が体力的に重いなと思うようになりました。
この間、田中さんの隣の歯医者さんで無呼吸症
候群用のマウスピースを作ってもらいました。１５
万円かかりましたが、顎が固定されるので、朝起
きた時にご飯が食べられないのです。噛み合わ
せが悪い、歯と歯がくっついてしまうのでガムを
噛んで口を動かして２０分くらいしないと、歯医者
さんで麻酔をかけた後のように横から飛び出て
しまうのです。これはおかしいのではないかと思
うのですが、良くマッサージをして下さいと言わ
れるだけ！こんなものなのでしょうか？お金をか
けたのだからもう少し良くみてもらおうと思いま
す。ありがとうございました。

結婚記念日 ９月８日

結婚祝

9 月 23 日

田中和郎会員

こんばんは、結婚祝ありがとうございます。結婚して４
５年になります。今年は戦後７５年ですね！結婚式は田
舎でやりました。こちらには親戚などいない、全部向こう
にいるものですから向こうで人前結婚式をしました。昔な
がらの結婚式です。
農協の２階で、その頃建替えて間もない時だったの
で、新しいところでやったのですが、結婚式が終わってか
らみんながアーチを作ってその中を潜って終わりになり
ましたがその時は感激しました。
僕の恩師と女房の恩師が同じ方でしたので来ていた
だきましたが、作文などみんな持っているのです。昔の
作文など読んでくれました。
結婚式の思い出はこのようなことですが、新婚旅行に
連れて行かなかったものですからいまだに言われます。
そのようなこともありましたので、国際大会が新婚のよう
なもので、何回か連れて行きましたが、それでもまだ新
婚旅行の話は出ます。ありがとうございます。

飯山英彦会員

皆さんこんばんは、結婚祝ありがとうございます。今、いつ結婚したのか思い出しましたら、２９年だという事
で娘も今年２８．９歳かと思うと、嫁に行ってほしいなと思いました。彼氏がいるのかいないのかよくわかって
いないのですが、上の方はまだできていないようなので、皆さん良い人がいましたらご紹介頂けましたらと言
うところで、お願いしたいと思います。
下の娘は大丈夫だと思っていますが、親に隠れて会っているようです。私はまだ会ったことはないですが、
かみさんは、会ったことがあるようです。結婚記念日に都内で会食でもしたいと思いますが、今はまだ都内の
ホテルレストランも入場制限ではありませんが席を半分くらいに減らしているというところで経営の方もきびい
いという事を聞きました。有名なところであっても同様の対応をされているようで働いている方も困難な状況
のようです。結婚記念日を機にかみさんと娘を連れて支援してきたいと思います。

講師

飯山英彦直前会長

ＺＯＯＭ基本的な使い方について
・スマホやタブレットにはｉＰｈｏｎｅ（ｉｏｓ）とそれ以外のスマホは、Android（アンドロイド）の 2 種類があります。
Android(アンドロイド)スマホに ZOOM をインストールする方法
「Google Play」から検索欄に「Zoom」と入力し、検索します。
候補が複数表示されますが、「ZOOM Cloud Meetings」という
アプリが見つかるのでタップするとダウンロードがスタートします。
iPhone に Zoom をインストールする方法
「App Store」から、検索欄に「zoom」と入力し、検索します。
候補が複数表示されますが、「ZOOM Cloud Meetings」という
アプリが見つかるのでタップするとダウンロードがスタートします。
※「ZOOM」アプリをダウンロードできれば Android・iPhone ともに
使い方は同様です。
※Zoom アプリをダウンロードするには料金はかかりません
Pro(プロ)プランにアップグレードしない限り何も請求されません
＊ダウンロード完了後アプリを立ち上げる
「Zoom Cloud Meetings」がダウンロードされたらアプリアイコンをタップして
アプリを立ち上げます。
※この時にアカウントを持っていれば「サインイン」、アカウントを作成したい
or WEB 会議やミーティングを開催したいというのであれば「サインアップ」を
ZOOM アプリです
タップ。
※他の人が開催している WEB 会議やミーティングに参加するだけであれば
ミーティングに参加」をクリック、サインアップはしなくても良いです。
※ロータリーの例会に参加するだけであればサインアップはしなくて良いと思います。
＊Zoom にサインアップして完了
※サインアップする場合は登録用のメールアドレス、名前を入力すればそれで OK です。
登録したメールアドレスに認証用のメールが届きます。
登録したメールアドレスに認証用のメールが Zoom から届かない場合は、迷惑用フォルダに振り分けられ
ているか、登録の際にメールアドレスが間違っている事が考えられます。
送信されてきた確認用メールを受け取ったら、開封し、「アカウントを有効化する」というボタンがあります
ので、こちらをクリックすればサインアップ完了。
＊ミーティングに参加するには
※参加だけをするのであれば「ミーティングに参加」をタップすればミーティング参加という画面が開きます。
この時に必要なのは「”ミーティング ID”か”会議室名”」のどちらか。
“ミーティング ID”か”会議室名”は WEB 会議や WEB ミーティングを開催する方から送られてくるはずなの
で、どちらかを入力しましょう。
※設定が終われば、「ミーティングに参加」というボタンが下部にあるのでそちらをクリックすれば WEB 会議や
WEB ミーティングに参加する事ができます。
※Zoom アプリをダウンロードするには料金はかかりません Pro(プロ)プランにアップグレードしない限り何も
請求されません
今回は、スマホにアプリを入れる方法をやりました。アプリをダウンロードするのは決して難しいことではありま
せん。是非やってみて下さい。わからないことがありましたら例会場でお手伝いをさせていただきますので、声
をかけて下さい。
次回はミーティングに参加する方法など進めていきたいと思います。皆さん宜しくお願い致します。

ご報告

長谷部健一会員

皆さんこんばんは、今日は文化協会の理事長という事で情報提供させていただきます。皆さんのお手元に青
い封筒があると思います。「草加インターナショナルパープフェスティバル 2020」32 年続いています。
ご存知のように 3.4 月くらいから色々なイベントが軒並み中止です。
このまま全て中止してしまうと、文化の芽が無くなってしまう！音楽の火が消えて
しまう！という事もありまして、私も 12 月 20 日に中央公民館で「草加ミュージックフェス
ティバル」をやる予定です。また後程報告させていただきますが、文化協会としまして
も 11 月 14 日・15 日に「国際ハープフェスティバル」をやるという事が決まっています。
国際と言いますが、今まではヨーロッパやアジアなどからハーピストに来ていただき、
一緒に演奏をしていましたが、今年はダメなのです。なぜダメか、海外からの入国は、
2 週間ホテルなどで缶詰にしなくてはいけない！その後「ＰＣＲ」を受け陰性と分かって
から演奏ができるようになる。費用的に難しいという事で国内限定という事で異例な形
のフェスティバルになりました。日本ハープ協会の人たちを応援しながら、お客様は
半分以下の 300 人位に限定して行います。草加の文化を絶やさないために続けてい
くという事で報告させていただきました。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、先程エレクトから話がありました
が、木村会長から 5 時過ぎに電話がありました。今日
は業務上でトラブルが起きてしまい欠席させていただ
きたいという事で私も慌ててきました。申し訳ございま
せんでした。代理でお詫び申し上げます。
＊日は 9 月の第１例会ですので、例会終了後に理事
会を行う予定でございましたが、10 月のガバナー公
式訪問のことなどもありますので、木村会長がいな
いとなかなか決めにくい点もあるかと思います。皆さ
んにご了承いただければ来週の例会終了後という
事でよろしいでしょうか！ありがとうございます。
＊セミナーについて（ＺＯＯＭ開催）
財団部門セミナー ９月５日 小笠原委員長参加
米山記念奨学部門 ９月２６日
田中委員長ご参加をよろしくお願い致します。
９月１日
金額

ゴルフキャプテン 山口昭人会員
皆様にお知らせは届いていると思いますが、ただ
今３組１１名の参加をいただいております。
場所は、茨城県のサミットゴルフクラブ、こちらで
行うのは初めてです。
日にちは９月１５日、終わった後は例会がありま
す。当日の表彰式はゴルフ場で行いますが、ソー
シャルディスタンスを充分考えてゴルフ場にはお
願いしてありますが、足りない点がありましたら、
お願いして徹底していただこうと思います。
皆さんに安心してご参加いただきたいと思います。
また、今回からハンディキャップを刷新しました
ので、厳しいハンディだった人も、皆さん十分優
勝が狙えると思います。楽しみにして下さい。
よろしくお願い致します。

ニコニコＢＯＸ

1３,000 円

９月１日
会員総数
39
出席免除
７
出席適用
32

累計

80,000 円

出 席 報 告
出席
14
ＭＵ
3
出席率
53.13

今後のプログラム
9/15
9/22
9/29

卓話 大久保雄司会員
休会(秋分の日)
公式訪問リハーサル

レセプション
第１会議室

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。暑さもようやく和らいで来ましたからもう
ひと踏ん張りです。今日は ZOOM 講習会よろしくお願いします。
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。
飯山 英彦会員 ズーム講習会よろしくお願い致します。
牛山 信康会員 虫の声が聞こえます。暑い夏もまもなく終わりいよいよ秋ですね。
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。
田中 和郎会員 結婚祝ありがとうございます。今朝水道水が温かく感じました。もう秋ですね。
富永
悟会員 誕生祝月・結婚祝月の皆様おめでとうございます。
二階堂祐司会員 今日は木村会長が欠席なので代わりにあいさつさせて頂きました。
長谷部健一会員 誕生・結婚祝いの皆様コングラチュレーション！！
これからの世の中はリモートが必要とされます。ＺＯＯＭの勉強がんばりましょう。
横山 正一会員 毎日暑い日が続いています。自転車で 1 時間犬と散歩朝夕健康のために続けています。
渡辺美和子会員 夏も終わりに近づいてほっとしますが、ちょっと力が入らないこの頃です。
この秋は二人の七五三を迎える孫たちがいますがどんな形になるでしょうか。

