
                     

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◆ 会長あいさつ      木村 博行会長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                       

  

 

１２月１日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、秋田さん聞こえますか？聞こえ
ているようです。 
今日私は何を間違えたのでしょう、今日のニコニコ

に「慌てず、急がず、落ち着いて年末を過ごしましょ
う！」と書いておきながら、カバンの中を見たら、財布
から何から全部忘れてしまいました！ニコニコボック
ス代も加藤幹事にお借りしました。皆さんも是非お気
を付け下さい。皆さんにもお話しているように、理事会
でお話したいことが２つあります。１つはインターアク
トクラブです。理事会でお話しようと思い、今日も調べ
ていてふと思ったのです。先日草加高校にお伺いし
た時も、インターアクトクラブを設立いたしましょう。お
手伝いをしていただけますかという感覚でお話をして
きたのですけど、草加高校にあるクラブは結構歴史
がある。年間行事や報告書を改めて見直していた時
に、意外にいろいろな行事をやっている。こんなにたく
さん活動をしているのかと改めて感じましたところ、も
しかして逆ではないか、うちのクラブのお手伝いをお
願いするのではなくて、向こうの活動を家がどれくら
いお手伝いできるかではと、こちらから目線でいうの
ではなく、対等の目線で支援していかれたら良いなと
思い、スタンスを変えたほうが良いかと思っておりま
すし、もうひとつの目玉の「子ども食堂」もお金だけ出
して終わりではなく、我々も一緒になって、お餅つきで
はありませんが、身体も使いながら支えていかれたら
良いのではないか！そのようなスタンスが本来ある
べきロータリアンの姿ではないかと思いましたので、 
 

第４１０回 例会 １２月８日 草加市中央公民館 

会 長：木村 博行 

幹 事：加藤 芳隆 
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    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  

一緒に活動出来たらよいかと改めて心を入れ替えたと
ころで、今日の理事会にのぞみたいと思いました。 
 １年前になるのでしょうか、今日はクラブ総会です。次
年度に繋いでいくお話があると思いますけど、どんな活
動でもそうですが、途中で終わってしまうとそれだけの
広がりがなかったと思いますので、ロータリークラブは
１００年続くような形でプロジェクトを私も是非やりたい
と思っておりますので皆さん是非宜しくお願い致しま
す。忘れ物はないように気を付けて！ 
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 森 勇一会員 
 「職業奉仕について」 

  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 
＊今年も残すところ、あと 1 カ月という事で、草加警
察暴力排除推進協議会からカレンダーが届いて
おります。帰りにお持ち帰りください。 

＊先の話になりますが、台湾、台北で行われます国
際大会、ガバナーナイトのご案内が来ておりま
す。参加される方は宜しくお願い致します。 

＊クリスマス例会、現在会員 16 名、ご家族 23 名、
合計 39 名と多くの方に参加の連絡をいただきあ
りがとうございます。コロナが心配の時期ですが、
ホテルも対策を整えてお迎えしますと言っており
ますので楽しみにしていただければと思います。 

*今日は例会終了後理事会がございます。理事の
皆様宜しくお願い致します。 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

伊奈さんこんばんわ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

12 月１日 ニコニコＢＯＸ 

金額 12,000 円 累計 227,000 円 

12 月１日  出 席 報 告 

会員総数 40 出席 14 

出席免除  8 ＭＵ  2 

出席適用 32 出席率 50.00 

 

２０２１‐２２年度の会長に、１年間エレクトとしてやってこられた二階堂祐司会員を推薦したいと思います。 

皆さんご承認いただけますかとの呼びかけに満場一致で承認されました。 

 

 

 

 

               皆さんこんばんは、ただ今皆さんに承認を受けまして次年度会長になります二階堂で

す。宜しくお願い致します。今日はクラブ総会という事で、かっこいいことを言わないといけ

ないと考えていましたが、私事で昨晩遅くに何だと思われるかと思いますが、飼っていた猫

が死にました。一昨日の晩、急に体調を崩しまして、それまでも調子は悪かったのですが、

大手術という事で、近くの動物病院に通ってはいたのですが、大丈夫ですねと言われてい

たのですが、急にまっ黄色の物を吐いてしまい、動物病院にも第２救急があり、そこに連れ

て行きま 

して手術となり、何とか助けてあげたいと家族３人で朝まで一睡もしないで待っていて、娘とかみさんは、そ 

のまま次の日も病院の控室で見守っていましたが、私は仕事があるので行きました。夕方迎えに行った時には持

ち直して良くなったのでこれらら大丈夫と言って、帰ってきて２．３時間後に心臓と呼吸が止まってしまった！また

慌てて夜中に病院に駆け付けて、またなんだかんだと２日間殆ど寝てない状態です。気持ち的にはクラブ総会、

何か考えなくてはと思っていたのですが、仕事は忙しいし、寝てない！この年になって完徹は本当に久しぶりで

す。今朝は朝早くから、かみさんの号泣に起こされました。今日は１日仕事をしながら何か考えなくてはと思いな

がらもボーとした状態で申し訳ないのですがここに立っています。 

 改めまして、次年度会長という事で気を引き締めましてやっていきたいと思います。ただ今のコロナの状況で木

村会長は本当にご苦労されていると思います。気持ちがわかります。私も他の会で支部長などやっていまして、

何もできなくて、でもやらなくてはいけない！焦っているのは自分ばかりで回りは載ってこない！自分の時には何

か残ることをしたいという気持ちはあるのですが、まず来年一番大切なことは、１０年ですね！本当にできるのか

との気持ちもあるのですが、今回のクリスマス例会、３９名ですね！それを考えるとできるかな？とも思います。一

番狙うのは、私が会長になる前の来年４月、ワクチン、特効薬が打ちあがるとよいのですが、終息とまではいかな

くても沈下していただかないと、今年のコロナ禍で盛り上がりにかける。今日もこの出席、コロナの影響も多分に

あると思うのですけど、盛り上がっていくのはきついと思います。ですから何とかコロナが落ち着く、私の力ではど

うにもならないので、あとは神にお願いするしかないので、それを切に願っております。そうでないと周年事業もな

かなかできない！ 

 まだやりたいことが浮かんでこないのです。あと７か月あるのでどのような形にしていきたいかを考えて行きたい

と思います。木村会長が取り組んでいる「インターアクト・子ども食堂」を作っていただけるとなると、もう時間もあ

まりないので、私が引き継いていく形になると思います。そのあたりも考えて、木村会長の代で新しいことをやって

いただくことは素晴らしいことだと思います。継続していくことは大変なことだと思いますのでそのあたりも考えて

行きたいと思います。 

 人選については、検討中ですが、幹事は決まっております。佐々木さんにお願いすることになっています。バー

ター契約ではありませんが、佐々木さんのもとで２回ガバナー補佐幹事をやらせていただいております。幹事をや

ってくれるというのです。周年事業がありますので、私の力では及ばないところがありますので佐々木さんの力を

借りたいという事で幹事になっていただくことになりました。どこに行っても佐々木さんのとなりで幹事ですと挨拶し

てきたので、間違えられない様、私が会長だという事を皆さんに示して頑張っていきたいと思います。 

 来年盛り上げていきたいと思いますが、コロナ禍で難しい！盛り上げるには皆さんの協力が必要不可欠でござ

います。皆さんの協力を持って皆さんと一緒に次年度頑張っていきたいと思いますので宜しくお願い致します。あ

りがとうございました。 

 

今後のプログラム 
12/15  クリスマス例会    パレスホテル東京 

12/22  卓話 秋田和宏会員   中央公民館 

12/29  休会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さんこんばんは、「ロータリーの友」を読んでいましたら面白い記事がありましたのでご紹介させていただきま

す。表紙に「どうなるクラブの今後、新型コロナウィルス感染症の影響に関するアンケート調査より②」第 1 弾は 11

月号に！それと、「躍動する台北 2021年ロータリー国際大会」台北で大会が行われるという事で出ていました。 

左から 12 ページを開けて下さい。「どうなるクラブの今後、新型コロナウィルス感染症の影響に関するアンケート調

査より」という事で、」今年 7月 22日～8月 31日の間に 2247クラブにアンケート調査を行って、1247クラブから回

答をいただいた報告になっています。 

４、会員数の増減について 

 ・2020年 1月 1日、昨年と比較してどうですか？ 

  減った４５％、増えた 12.3％、ほぼ変わらない 42.7％、会員数が減少しているのは間違えないですね！ 

 ・その理由コロナの影響があるとおもいますかと問いあわせたら 

  そう思う 32.1％、そうは思わない 50.8％、どちらともいえない、わからない 17.1、コロナと関係なく減少していると

いう事ですね 

その下に棒グラフが出ています。一番多かったのは 1996年です。12万 9,909人、2020年は 8万 5,507人です

から大幅に数は減っている。 

５-①退会防止のためにどんなことが必要でしょうという中で、会員同士のコミュニケーションを図る機会を増やす

983、新会員の勧誘 843、会員の相互援助(経済面も含む)535、お仕事もお互いに協力しましょう。シカゴで 1905

年にロータリークラブが出来た時、お互い仕事を協力し合ってやっていこうという原点です。 

下のほうには色々な記事が出ていますので後で読んでいただきたいと思います。 

５-②現時点の、具体的な会員維持（退会防止）方法を教えてください 

 特になしが一番多い 663、次に多いのが親睦の機会を増やした 236、うちのクラブの 12 月 15 日にクリスマス例

会をやりますね！会費を下げた、クラブ細則を変えたなど皆さん色々な声掛けをしているようです。 

５-③右のページ(P．15)に親睦を深める機会を増やしたクラブへその内容をお書きください 

 ・「声かけ」、「夜間例会・家族会・同好会など増やした」この中に「ファイヤーサイドミーティング」と書かれていま

す。焚火を囲んで何かをやるのかとおもいましたら、一番下に書いてありましたが、「ファイヤーサイドミーティン

グ、炉辺会合、IDM、IGM」とは、「炉辺会合」ともいわれ、その名称は「座談会」「家族集会」「情報集会」英文の

表記は Infomed Group Meetings＝IGMなどと変換もあり、Informaｌ (Discussion) Meeting＝IM、IDM という

表現もありました例会以外の時間に有志で集まって自由に討議し、親睦を深める集会として実施されるもので

す。現在は、クラブによってさまざまな名称で行われています。草加松原 RC では炉辺会合という言い方をしてい

が、残念ながらコロナでできないのですが、これをすることが退会を防止することに繋がるのかなと思います。 

５-④クラブ細則を変えたクラブへ具体的な内容を 

 ・出席規定を変更した  昔は厳しい出席規定がありましたが、今は緩くなりました。 

 ・例会の回数を減らした  ・会費の免除、減額  ・メーキャプ規定の変更  

６．新型コロナ関連の奉仕活動について（感染防止のための奉仕活動を行いましたか？） 

  はい 42.6%、今後行う予定 10.2%、いいえ 47.2％ 

  どのような活動ですか？一番多いのは医療機関にマスクや消毒液を配る、医療機関に寄付金を贈呈、考え中

と色々あります。 

７-①2020-21年度の活動について 当初予定していた活動計画は新型コロナの影響で変更になりましたか？ 

  はい 76.7％、いいえ 23.3% 

７-②国際奉仕活動を行う予定はありますか？ 

  ある 22.3%、ない 33％、見合わせた、延期 15％、中止した 1.5%、未定 19.2% 

７-③今後どのような活動に力をいれるよていですか 

  クラブ奉仕（会員増強・維持、退会防止）会員の結束を固めるという活動が多いようです。 

８クラブが今、抱える懸念事項について 

 1番多いのは、会員同士が顔を合わせる機会の減少です。例会の数が減ったり、欠席が多い 

2番目は、全体的な会員数の減少、うちのクラブも今年度少し減りました。 

色々なことがあり、それぞれクラブによって悩みがある。その他細かいことが色々出ていますので目を通してい

ただきたいと思います。 

次に 22ページ赤い色で派手に出ています。「躍動する台北」来年国際大会が行われる台北の記事です。たしか 20

年くらい前に台北で大会があり、行った思い出があります。ロータリーに入ったばかりで非常に親日的な国で楽しい

と思います。台湾はコロナが発生していないようですがどうなるかはわかりませんが台北に関する記事にも目を通

していただきたいと思います。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

木村 博行会長 お誕生祝の皆さんおめでとうございます。いよいよ先生も走る時期になりましたね。慌てず、
急がず、落ち着いて年末を過ごしましょう！コロナにも負けず、頑張りましょう！ 

加藤 芳隆幹事 誕生祝の皆様おめでとうございます。急に寒くなり風邪をひきやすくなりました。今は大変な
時期ですから注意しましょう。 

牛山 信康会員 今夜の卓話、新しく入会された鈴木会員の色々なお話をお聞きでき大変ありがとうございまし
た。突然の卓話のお願いを受けていただきありがとうございます。 

大塚 嘉一会員 息子(中 2)はゲームばかりして勉強しません。しかし考えを変えたようできっぱりと言いまし
た。「僕もうゲームはやらないよ、これからはユーチューブ一本にする」勉強はやらないの？ 

佐々木一男会員 誕生祝・結婚祝の方々お目出とう御座います。クラブ総会よろしくお願いします。 
田中 和郎会員 今日から師走、1年が過ぎるのが早いです。 
富永  悟会員 本日はクラブ総会、今年は早いですね。二階堂エレクト、頑張って下さい。 
二階堂祐司会員 ご結婚・誕生祝の皆様おめでとうございます。本日はクラブ総会です。宜しくお願い致します。 
長谷部健一会員 12月 20日は第 16回草加ミュージックフェスティバルを中央公民館で実施します。 
        コロナに負けず頑張ります！！ 
森  勇一会員 12月のお誕生日の方、結婚記念日の方、おめでとうございます。 
鈴木  努会員 コロナ禍の第 3波に負けずに頑張りましょう。 

  

 

皆様こんばんは、今年 10月から本ロータリークラブに入会させていただきました鈴木努です。突然のご指名です

ので、主に経歴をお話したいと思います。 

出身はさいたま市大宮区の三橋と言う所で、農家の次男として生まれました。兄弟は兄と妹で、兄は川越で歯科

医を妹は栃木に嫁ぎ、教師をしております。小学校、中学校は地元で、高校は浦和、大学は 6 大学の一つです。昭

和 53年に大学を卒業後、埼玉縣信用金庫に入りまして、信用金庫生活 42年が始まりました。 

最初の配属が与野支店で、ここで社長さん方に世の中についてたくさんのご指導を受けました。その後本部の

融資部に異動となり、本店営業部、春日部支店を経験後、ご当地「草加八幡町」に北草加支店の初代支店長として

赴任しました。当時は都内の信用金庫が数多くあり、地元埼玉の信用金庫の遅い出店にお叱りもありましたが、皆

さんの応援で現在は市内の 3 店舗でき、しかも理事長並びに専務、常務役員を輩出する地域として注目を浴びて

おります。 

私は北草加支店に 3 年勤務後、さいたま市の宮原支店、ふじみ野支店、川越支店を経験後、その後の人事、営

業統括、総合企画等の担当役員を経て無事？定年退職いたしました。 

実は、支店長時代を振り返りますと、新米支店長だった北草加支店時代が最高に面白く、ここにおいでの先輩会員

の中には当時お世話に、そして遊びを教えていただいた方々もおります。 

また、この縁をもちまして、退職後はエスシーエス株式会社の野崎社長から「草加のために」働いてはどうかとお誘

いを受け、入社した次第です。そしてその主旨の通り草加松原ロータリークラブに入れていただきました。感謝いた

します。 

 なお、趣味は特にありませんが、ゴルフがうまくなりたいな～と思います。これからも宜しくお願いします。 

 


