
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◆ お客様 第９Gガバナー補佐 瀬田秀樹様 

     〃  補佐幹事 関 信行様 

◆ 会長あいさつ      二階堂祐司会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                       

  

７月６日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、 私は草加松原ロータリークラブ

第１０代会長を仰せ使いました二階堂祐司と申しま

す。１年間宜しくお願い致します。ガバナー補佐瀬田

秀樹様・ガバナー補佐幹事の関 信行様本日は大変

お忙しい中、第一例会にご出席賜りましてありがとう

ございます。今年のガバナー補佐・補佐幹事は若い

二人で非常にやる気満々で、第９グループをグイグイ

引っ張って行っていただけるのではないかと思いま

す。昨年はコロナ禍の中で私どもは何もできませんで

したので、今年の２人には大いに期待するものがあり

ます。１年間宜しくお願い致します。 

 私は小さい頃から人前で話すのが非常に苦手で、

先生からわかる人手を挙げてと言われても、わかって

いても自信なさげに少し手を挙げて目を合わせない

でいるタイプでした。ここにいらっしゃる会員の皆様と

は全く逆で、このように皆さんの前で少しづつ話が出

来る様になってきたという事は、年齢を重ねたという

事もあるのですが、このような立場になって、立場が

人を育てるという事もございますので、その立場にな

ると立場に追い着こうとする自分がいて、少しづつ成

長してきたのかなと思います。 

第４３７回 例会 ７月１３日 草加市文化会館 

会 長：二階堂祐司 

幹 事：佐々木一男 

 

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  

 今年の RI 会長シェカール・メータのテーマが「Serve 

To Change Lives（奉仕しようみんなの人生を豊かにす

るために）」と掲げております。同じように似た言葉に五

千円札で有名な新渡戸稲造さんが「情けは人の為なら

ず 己がこころの 慰めと知れ」という言葉があります

が、人に奉仕することによってその人だけでなく自分も

豊かになるのだという事をおっしゃっています。奉仕活

動を主にするロータリアンとしては、基本中の基本だと

思います。ですが奉仕することによって物質的なもの

は得られないかもしれませんが心が豊かになるという

事は素晴らしい、ロータリアンにとってこれ以上のこと

はないのではないかと思います。 

 今年１０周年という事で草加RC・草加ERCと合併して

新しいクラブになって１０周年を迎えようとしています。

１０周年の会長として責任の重大さを感じております。

今年の活動として、継続事業は勿論の事、昨年の木村

会長にご縁をいただきました子ども食堂の「草加あお

はる食堂」草加高校の「JRC 部」とより一層深い交流を

していきたいと思っています。 

なにより１０周年という事で色々事業は考えております

が、記念行事が山積しております。皆さんのご協力が

ないと私一人では何もできないので一生懸命頑張りま

すが皆さんの力添えをいただきまして１０周年を盛大に

盛り上げていきたいと思っております。皆さんのお力を

いただいて１年間一生懸命頑張って会長を務めさせて

いただきますので１年間宜しくお願い致します。ありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１‐２２年度 国際ロータリーのテーマ 奉仕しようみんなの人生を豊かにするために 

 

＊＊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 
        誕生祝・結婚祝 
          

 
 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

米山奨学生 徐 緒隆君 
  皆さんこんばんは、今年度は草加松原ロータ
リークラブが１０周年を迎えられるという事でお
めでとうございます。近況報告します。獨協大学
では７月下旬からワクチン接種を応募と言う形
で自分は申し込むつもりです。 
今はゼミの卒論で苦戦中です。ありがとうござい
ました。 
 

第９グループガバナー補佐幹事   関 信行様 
           皆さんこんばんは、八潮 RCに所属しており

ます。関 信行でございます。今年１年間瀬田

ガバナー補佐の幹事として会長・幹事会の運

営設営、連絡等々がスムーズにできるよう頑

張っていきます宜しくお願い致します。 

 

第９グループガバナー補佐  瀬田 秀樹様 
             皆さんこんばんは、本日は草加松原 RC 新年第一例会にお招きいただきまして誠にありがと

うございます。また、当クラブさんは今年度１０周年をお迎えになるという事でおめでとうござい
ます。 
今日は関補佐幹事と一緒に来ましたが、２０１７-１８年度私どものクラブ会長をさせていただ

きました時にも関さんには幹事をしていただきまして、今回も補佐幹事をお願い致しました 
その時のガバナー補佐をされたのが１回目の佐々木さんでございます。そして補佐幹事を二階

堂さんがやられました。富永さんが会長で飯山参加幹事をやられておりました。久しぶりに皆さんの顔を拝見し
て、顔なじみのある皆さんにお会いできてうれしく思っております。１年間ガバナー補佐として第９グループのサポ
ートをしていきたいと思います。是非ご支援の程宜しくお願い致します。 
 今年度のRI会長ですが「奉仕をしようみんなの人生を豊かにするために」と書かれています。１年後に１３０万人
を目指して会員を増やそうという事を全世界のロータリアンに呼びかけております。その手法としては、会員一人
一人が新しい人を紹介して、ロータリアンにと取り組んでおります。二階堂会員の増強の目標はありますが、皆さ
んで力を合わせてクラブの目標を達成してほしいと思っております。 
 また、第９グループには増強維持部門に市川部門委員長が八潮みらい RC から出向しております。今年度地区
の増強維持部門委員長を努めますのでその後押しもしていきたいと思っておりますので、皆さんご協力を宜しくお
願い致します。 
 地区からは「COVID-19 に負けずにクラブに変化と成長を」という事で松本ガバナーが地区方針を定めておりま
す。クラブにとって変えてはいけない物があると思います。そして変えてよい物、変えなくてはいけない物もあると
思います。「変えなくてはいけない物」クラブみなさんでこの３つのテーマを中心に皆さんで話し合いをしていただ
いてクラブに新たな変化と成長をもたらすことをガバナーも期待しておりますので、皆さんで取り組んでいただきた
いと思います。そして取り組み方の一つに「My Rotary」の１００％の登録ができて、その後は運用が大事になりま
す。My Rotary を直接開いて、内容を確認していただいてクラブの活性化に繋げていただきたい、情報やヒントな
どがたくさん載っていますのでご活用いただきたいと思います。 
 今年度は「IT 委員会」を設置しました。コロナ禍も１年を過ぎましほぼオンライン例会が定着してきましたがその
中で地区内にはオンライン例会を開催していないクラブもあります。「ZOOM はなに・設定は？」オンライン例会が
出来ない、未だに休会しているクラブがありますので、そのようなクラブをサポートするために「IT 委員会」を設置
しました。そのような方々には「IT 委員会」を利用していただいて、まずオンライン例会を出来る様にしていただき
たく、草加松原さんのように実際に運用されている、出来るだけではなく、もう少し高度なテクニカルの部分もあり
ますので、教えていただけるので是非ご活用いただきたいと思います。 
 今年度１０周年をお迎えになる二階堂会長のリーダーシップの下にクラブ目標達成と地域に役立つ奉仕活動の
成功に向けて皆さん一丸となって進んでいただきたいと思います。最後になりますが草加松原 RC さんの事業の
成功、皆様方の益々のご繁栄をご祈念いたしまして挨拶に代えさせていただきたいと思います。本日は御所遺体
いただきありがとうございました。 
 
         

 

第７回 大久保雄司会員  第５回 山崎 秀美会員 

大久保雄司会員 
  皆さんこんばんは、ずっと休んでいましたが、二階
堂さんのスタートの日ですから！ 

 二階堂さんが入会した時の自己紹介で私は尊敬して
います。マラソンを趣味にして走り回っている、本当に
いるのだと！尊敬している人のスタートの日、来なく
てはいけないと思いきました。 

 来たら良いことがあり、先程マルチプル功労賞を頂き
ありがとうございました。 
１０周年木村さんが実行委員長と言う事でアイディア抱
負に頑張っていると思います。全面的にとはいきませ
んができる範囲でご協力していきたいと思います。あ
りがとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       会田小弥太会員増強部門委員長 
 皆さんこんばんは、今年度の会員増強部門委員長と増
強の委員長を兼ねております。草加松原RCは当初目標５
０名でしたが、コロナの影響もあり退会される方もあって、
目標は難しいと思います。 
今年度二階堂会長に何人増強しますかと聞きましたら５

名くらいと、状況をわかっていてそのくらいの数字で良い
かと思っています。皆さんの協力を得て何とか５名増強し
たいと思っています。ご協力を宜しくお願い致します。 

      大塚嘉一奉仕プロジェクト部門委員長 
 皆さんこんばんは、委員長を仰せ使いました。今年度宜
しくお願い致します。 
 ロータリーの最重要です。皆さん会社を経営されてい
て、クレームで悩まない社長さんはいないと思います。ク
レームは宝の山、改善すべき道が必ずあると思います。
みんなで対策していると色々ないいことはあります。最近
のクレーマーで気が付いたのは、例えば、「コンビニで安く
しろではなく」「効率の良い並べ方を教える、病院で順番
待ちのシステムはこうしたら」など指導するなど、無限に断
れないが従業員は疲労困憊してしまう 
そんな時は弁護士に相談して下さい。１年間奉仕プロジェ
クトロータリーの花です。皆さん宜しくお願い致します。 

 日経新聞６月２５日朝刊に「私見・卓見」欄に掲載されま
したのでご覧ください（コピーを配布しました） 

飯山英彦 IT委員長 
 IT 委員長と言う事で、簡単にまとめております
が、ITを使って事務手続きの簡略化ができればと
思います。現在 FAX を使っておりますが、皆さん
の携帯にメールで届けられるなど、順次やって行
かれればと思います。 
また、My Rotary の登録も順次進めていきたい

と思います。ITは使えれば便利だと思いますので
是非皆さんに体感していただきたいと思います。 

加藤芳隆会長エレクト  
 皆さんこんばんは、ガバナー補佐の瀬戸さん、補
佐幹事の関さん１年間宜しくお願い致します。 
 先ほど二階堂会長の話の中で小学校の時は手
を半分くらいしか挙げなかったと上手いことをいう
なと、私は今でも手を半分くらいしか挙げませんの
で、話をするのは苦手でございまして、名前を間違
えてしまいました。失礼いたしました。 
 １０周年という事で昨年度は木村会長と私が幹事
をさせていただきましたが、私の入会は５年前の記
念式典の少し前くらいからロータリーに参加させて
いただき、勉強させていただいているわけでござい
ますが、１０周年の事業につきましては、木村実行
委員長から話がございましたので、皆さんとともに
１０周年の式典を成功させて行かれればと思って
おります。よろしくお願い申し上げます。 

 
富永 悟プログラム委員長 
 皆さんこんばんは、瀬田ガバナ
ー補佐・関ガバナー補佐幹事よう
こそお越し下さいました。当時の
会長幹事会にいたメンバーが揃
いとても懐かしい気がいたしまし
た。 
 プログラムなのですが、今年度
は１０周年という事で、コロナ禍の
中ですが、安全を考慮しつつ、少
しでも多くの方が参加型でできる
ような楽しいプログラムを組んで
いきたいと思います。１年間宜しく
お願い致します。 

社会奉仕員会  篠宮時雄会員 
皆さんこんばんは、コロナの理由で例会をしばらく欠席していましたの

でどこの委員会に所属しているのか今日知りました。 

社会奉仕活動は例年同様に進めていきたいとの気持ちを持っていま
す。宜しくお願い致します。 

 １０周年実行委員長    木村博行パスト会長 
           皆さんこんばんは、今日は会長が終わったものですから、気楽に参加していました 

瀬田ガバナー補佐、関補佐幹事今日はありがとうございます。 
１０周年という事ですから、草加松原 RC らしい１０周年にするために皆様方の意見をよく聞いて、来
週理事会の後に１０周年実行委員会を立ち上げさせていただき、副実行委員長の加藤さんや理事
の方々が実行委員とことで、全員参加型で盛り上げて地区の 

方々もご招待して良い式典をやりたいと考えております。既に記念事業として「デフ・パペットシアター」を１１月に
草加で初めての開催、聴覚障害の方々を中心とした劇を企画・運営・バックアップ、草加松原 RCが全面的に後援
した形で行う予定で打ち合わせを進めています。 
もう一つは何か記念事業の柱になるものとして草加市に対して考えています。みんなさんのご意見を伺いながら
予算とのバランスをとりながら何か良いものを残せるよう考えております。 
 記念誌の発行をとのご意見もありますので実行委員会の中で草加松原 RCにふさわしい記念誌を発行してみた
いと考えております。皆さんで作る１０周年に持っていきたいと思います。二階堂会長、委員の皆さんを中心に話
し合っていきたいと考えております。 
 ５周年の時に長谷部さんが会長・私が幹事でやりましたが、それと同様に来年６月に大勢の皆様をお迎えして
開催できることを心から祈念しておりますので、世の中の状態がそのような状態になっていることを前提に進めて
いこうと考えておりますので皆さんご協力を宜しくお願い致します。 

 長谷部健一奉仕プロジェクト部門委員長 
 皆さんこんばんは、管理運営部門、以前はクラブ奉仕、ロータリーを楽
しくやるのが私の仕事だと思っています。管理運営と上から目線でなくで
すね！ 
 私は５周年の会長をやらせていただいたので、１０周年をぜひ成功出来
る様に私の知っている限りの話をしながら力を尽くさせていただきたいと
思います。ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 6 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 22,000 円 累計 22,000 円 

7 月 6 日  出 席 報 告 

会員総数 36 出席 18 

出席免除  5 ＭＵ  2 

出席適用 31 出席率 64.52 

 幹事報告      佐々木一男幹事 
 皆さんこんばんは、１年間宜しくお願い致します。ガ
バナー補佐の瀬田さん・補佐幹事の関さん１年間宜し
くお願い致します。幹事報告をさせていただきます。 
＊お手元に・年度計画と名刺を配布いたしました。誤
りがございましたら事務局までお声掛け下さい。 

＊会費納入のお願いも計画書の一番前に挟まれてい
ますのでお納めをお願い致します。 

＊例会場ですが、計画書やプログラムでご案内の場
所と変更になることがございます。週末に発信する
例会案内でご確認をお願い致します。 

今後のプログラム 
7/20  クラブ協議会       レセプション 

7/27  クラブ協議会       第１・２研修室 

8/3   誕生祝・結婚祝     第１・２研修室 

瀬田 秀樹様  草加松原ロータリークラブの皆様今年一年、皆様のクラブサポートが出来るよう努めてまい
ります。素晴らしい１０周年になるようクラブ皆様で盛り上げましょう。 

関  信行様  草加松原 RC の皆様、本日の第一例会大変おめでとうございます。1 年間どうぞ宜しくお願い
致します。 

二階堂祐司会長 瀬田ガバナー補佐、関ガバナー補佐幹事、本日はようこそいらっしゃいました。いよいよ二
階堂・佐々木年度がはじまりです。皆様宜しくお願い致します。 

佐々木一男幹事 2021-2022第９グループせたガバナー補佐、関ガバナー補佐幹事いらっしゃいませ、1年間ご
指導よろしくお願いします。 

会田小弥太会員 二階堂会長・佐々木幹事、１年間宜しくお願い致します。１０周年を成功させましょう。 
飯山 英彦会員 第１例会、二階堂会長、佐々木幹事１年間よろしくお願い致します。 

ガバナー補佐瀬田様、補佐幹事関様ようこそ 
牛山 信康会員 いよいよ新年度、気分一新、皆で楽しく頑張りましょう。瀬田ガバナー補佐、関ガバナー補

佐幹事、ご指導よろしくお願いします。 
二階堂会長・佐々木幹事グイグイ引っ張って行って下さい。 

大久保雄司会員 コロナの終わりが見えない中、二階堂新会長やりにくいでしょうが、よろしくお願いします。 
大塚 嘉一会員 私の論考「顧客クレームの新局面」が日経６月２５日朝刊「私見・卓見」に掲載されました。 

ご笑覧下さい 
加藤 芳隆会員 二階堂会長・佐々木幹事、１年間宜しくお願いします。 
木村 博行会員 二階堂会長・佐々木幹事新年度おめでとうございます。1年間頑張ってコロナを吹き飛ばしま

しょう！何て気楽なんでしょう！ 
篠宮 時雄会員 二階堂会長・佐々木幹事よろしくお願いします。コロナの中頑張って下さい。 
鈴木  努会員 “より楽しく、より豊かに、より幸せに”チームの発足おめでとうございます。 

今年１年よろしくお願いします。 
田川 富一会員 新年度、二階堂会長・佐々木幹事丸の船出を宿して本年度も宜しくお願いします。 
富永  悟会員 二階堂会長・佐々木幹事１年間よろしくお願い致します。１０周年楽しみです。 
長谷部健一会員 二階堂会長・佐々木幹事の１０周年船出をお祝い申し上げます。瀬田ガバナー補佐１年間宜

しくお願い申し上げます。 
山崎 秀美会員 二階堂・佐々木年度の船出、お目出とうございます。瀬田ガバナー補佐・関ガバナー補佐幹

事ようこそお越しいただきました。 

 関 洋会員 
 これから肺がん・結核検診が始まります。皆さんも何があるか
わかりませんので、７・８・９月どこの機関でも構いませんので受
けて下さい。 
健康があっての自分ですから、私もあまり忙しすぎると健康を害
しますので少しずつ狭めていきたいと思います。ハイキングや山
登りが好きなのでそちらに重点を置きたいと思います。 
 

  鈴木努職業奉仕委員長 
 皆さんこんばんは、入会して１年とたたないのですが、会長からやって
と言われ、ハイと受けてしまいました。 
どんなことをやらなくてはいけないかよくわからないのですが、皆さん経
営者をされている仕事の中でどんなことをされているか、奉仕に繋がる
ことはなど追求してみたいと思います。ご迷惑をかけるかと思いますが、
職場にお伺いしてどんなことをしていますかと伺い報告をしていきたいと
思います。宜しくお願い致します。 
 

来栖勝幸青少年奉仕委員長 
ZOOM 参加ですみません、地域と密
着形で活動を強化していきたいと思
っていますが、しばらく参加できませ
んが極力努力していきたいと思いま
す。皆さんにお力添えをいただけれ
ばと思います。宜しくお願い致しま
す。 

 田川富一会員 
 皆さんこんばんは、当たらなければよい
なと思っていました。 
公共イメージ部門これから勉強していきた
いと思いますが、ロータリーの社会的な公
共アップに務めることかなと思います。宜
しくお願い致します。 
 

 牛山信康ロータリー財団委員長 
 僕も小学生の頃は先生と目が合わないように、手を
挙げてと言われても半分しか上げないというような子
でした。 ロータリークラブに入ってこのようになりまし
た。今年は財団の委員長と言う事で、目標額を達成す
る、１０周年については木村実行委員長に導かれなが
ら影になって一生懸命やって、色々難しい難題をぶつ
けて下さい。何なりと働かいますので宜しくお願い致し
ます。 
 
 


