
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆ 会長あいさつ      二階堂祐司会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                       

  

７月２０日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、いよいよ今週の金曜日からオリ
ンピックが始まるのですが、こんなにワクワクしない
大会は初めてです。オリンピックはいつも楽しみにし
ているのですが、今回のオリンピックは、最初から「ロ
ゴ問題の盗作」でまず躓きました。それから森元大会
組織委員会会長の女性蔑視問題での辞任、小山田
圭吾の「いじめ問題」音楽担当辞任、何といってもコロ
ナの影響が一番大きいのですが、今回のオリンピック
は、グタグタでこの状態で始まってどうなるのか！ 
皆さん始まるからには、楽しんでいただきたいと思い
ます。 
 小山田圭吾問題、皆さんニュースやネットなどで見
ていると思いますが、この人の２０年前の「いじめ自
慢」記事読まれましたか！ここでは言えないくらい酷
いこと、いじめと言うよりも虐待に近いのではないかと
いうようなことをやっています。本当に辞任は当然な
のですが皆さんに叩かれて、息子さんも叩かれてい
る。色々とあちこちに飛び火しまして、障がい者の家
族の会も声明文を出していまして、これは本当に虐待
だ、障がい者を面白おかしく揶揄している。２０年前の
話ですが正式に謝罪してもらいたいという事らしいの
ですが、これで色々叩かれて辞任、原文を呼ぶと本
当に酷い！辞任して当然なのですが、私としましては
擁護するわけではないのですが、ネットで叩かれて自
粛警察もそうなのですが、自分が正義だと思い込ん
でいる人が、名前を明かさずに匿名で、みんなを叩
く、社会的に抹殺するまで人が自殺するまで叩くとい 
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草 加 松 原 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  

う風潮が非常に問題なのではないかと思っています。
この人がやったことが良い悪いなど色々ありますが、
ネットの方で SNS を使ってあることないこと全てをさら
け出すまでみんなで叩いて、社会的に抹殺しようと言う
感じすら受け取れるということは許せないです。SNS で
誹謗中傷されたプロレスラーの女性が自殺しました
が、何を持って正義なのかわからない！自粛警察は面
と向かって言っていますのでまだ許せるけど、完全に
匿名で顔の出ないところで言いたいこと言っているの
は問題だ、私はそれを心配しました。やったことは基本
的に悪いこと、２０年前のことで許されるかどうかは別
の問題として、気になりました。 
 ロータリーの「よくある質問」とあるのですが、ロータリ
ーに入るのに一般の方は何を気になっているのか！
一番気になっていること、「ロータリーに入るとどんなメ
リットがありますか！」このようなことを考えて入会され
た方いらっしゃいますか？私は付き合いで入ったので
メリットなど考えていなかったのですが、蓮田 RC がそ
の人に対して「ネットワークを広げ、新しい友人を作
る・・・」ここにいらっしゃる方は入ってメリットがあった方
もいらっしゃると思いますが、メリットを考えて入られた
方はいらっしゃらないかと思います。私が一番思ったの
は、メリットと言うよりも寄付と奉仕で、僅かながらの社
会に貢献できているのでは、との気持ちが自分の中で
芽生えたのではないかと思います。その他入会して楽
しかったこと！ライオンズとの違い！ロータリーは宗教
的団体ではないのですか！など、まだまだロータリー
に対する啓蒙活動が足りないのではと感じました。 
 今日はクラブ協議会、例会後に１０周年実行委員会」
があります。皆さんご協力を宜しくお願い致します。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
        クラブ協議会 
          

 
 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

プログラム委員会 富永 悟委員長 
 皆さんこんばんは、本年度１０周年とい

うことで特別な年でもあります。それを踏

まえて多くの会員の皆様が参加していた

だけるような楽しいプログラムを考えてい

きたいと思っております。 

 各ロータリー月間に命題がありますの

で踏まえた形で考えていきたいと思いま

す。 

 今までのプログラム委員長さんは、経

験豊富な方が多かった中、自分でもあま

り考えずに例会に参加させていただいて

いました。いざ自分がやってみるとプログ

ラムを考えるのは大変と今身にしみてお

ります。皆さんからの期待に応えられる

よう、会長が今までにないような例会プロ

グラムを考えてと言うのですが、遊びは

結構ハッチャケて出来るのですが、いざ

新しいプログラムをと言われると、意外と

保守的なものですから、とんでもないこと

をやって顰蹙をかうのも嫌だと思います

が、今までにない皆様に興味を持ってい

ただけるようなものを考えていきたいと思

いますので宜しくお願い致します。 

 

二階堂祐司会長 

 各委員長の皆さんには委員会の活動計画を年度計画書を読むだけではなく、脚色して発表して 

いただければと思います。宜しくお願い致します。 

 

 管理運営部門   長谷部健一委員長 
 皆さんこんばんは、昔はクラブ奉仕部門と言いました。クラブを盛り

上げていく、そういう役割がありまして、管理運営と名前が変わり、

上から目線で私はあまり好きではないのですが、気持ちはクラブ奉

仕部門と皆に楽しんでもらうことを中心にやって行こうと思います。 

 管理運営部門の役割は、プログラム委員会、出席委員会、親睦委

員会、ロータリー情報委員会とありましてその委員会と共に協力して

円滑な運営のお手伝いをしていきたいと考えております。 

 RI 会長テーマ「奉仕しようみんなの人生を豊かにするために」先ほ

ど二階堂さんが言っていましたがロータリーに入会した意義はそうい

うところにあります！ 

地区の活動方針「クラブに変化と成長を」そして二階堂会長は「より

楽しく・より豊かに・より幸せに」この３つのよりを合わせて、皆さんと

楽しみたいとの活動方針をいただきまして、今問題になっております

「コロナウイルス」に負けないような楽しいクラブ運営を心がけていき

たいと思っております。 

その為にはクラブ活動・ロータリー活動の大事な部分は例会なので

皆さんに例会に来ていただけるように開催し、出席率を向上したい、

親睦活動を充実させて、ロータリーに関する情報を広めていきたい

と考えております。 

 今年度はクラブ創立１０周年の年にあたります。私も５周年の時に

会長を務めさせていただきました経験もあるので１０周年記念事業

に協力しまして、会員みなさんの記憶に残るような楽しい年度にした

いと思っております。ありがとうございました。 

 

 親睦委員会    森 勇一委員長 
 皆さんこんばんは、二階堂会長から親睦委員長の使命をいただきまし
た時に、当クラブはゴルフ好きな人が多いので、ゴルフ場をよく知ってい
ると思うので頼むと、それだけかな～と思いましたが受けさせていただき
ました。 
親睦委員長はどんなことをするのかと過去を振り返らせていただきま

した。やはり新年例会、お花見、暑気払い例会、公式訪問、クリスマス例
会と行事を設営していく委員会と感じております。「FELLOWSHIP」と書い
てありますが、新入会員のフォローと言うのも忘れてはいけない物と思
います。会員増強を常に考えていかなくてはいけないので、ロータリー
はどんなところかとお客様に来ていただいて、いかにアテンドしていくか
も大事なのでは、それも親睦委員会の役目ではと感じています。 
現在の予定ですが、暑気払い例会８月２４日移動例会を「シュガー・ヒ

ル」で宣言があけるのでお酒も飲めるのではと思っております。宣言が
延びてしまうとわかりません。予定です。皆さんご参加いただければと思
います。なお会場の都合で今回は会員さんだけになってしまうのです
が、その分クリスマス例会をゴージャスに設営しました。１２月１４日に場
所は、昨年同様にパレスホテルを予約してあります。是非ご家族を連れ
ていただき、楽しくクリスマスを迎えていただければと思います。その他
会長に命じられればやっていきます。 
二階堂・佐々木年度第１回のゴルフコンペも、ゴルフ部キャプテンと相

談しながら進めていきたいと思います。宜しくお願い致します。 

出席委員会  
長谷部健一部門委員長 

 皆さんこんばんは、委員長副委員
長とも体調を崩し出席できないという
事で、出席率、以前は高めましょう、
９０％以上にしましょうと地区の方か
ら尻を叩かれてそしてガバナーマン
スリーレターの最後に各クラブの出
席率が上がり、うちのクラブはと暗く
なるようなこともありましたが、最近
は変わりまして、出席率にこだわらな
い！標準クラブ定款でもだいぶ変わ
りました。ただ、出席することは義務
でもあり、権利でもあるのです。高い
会費を払っているのですから、その
チャンスを活かして例会に来て、皆さ
んと顔を合わせて情報交換をして楽
しい時間を過ごすことがロータリーの
本質だと思うので、その辺を出席委
員会としてはアピールして、出席率が
自然と高まっていけばよいかと、私は
考えております。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロータリー情報委員会  小笠原薫子委員長 
 皆さまこんばんは、大変ご無沙汰をして申し訳ございません、
コロナが怖くて今、Web 会議・リモート、大歓迎という事で外に
出る機会がめっきり減ってしまっています。今日は二階堂会長
からご連絡をいただき ZOOM で参加をさせていただきます。宜
しくお願い致します。 
 ロータリー情報、はじめ情報委員会のお話をいただいた時
に、私はロータリーについてのきちんとした知識がないことに愕
然としまして私で良いのでしょうかとお話をさせていただいたの
ですが、心の広い二階堂会長が良いとおっしゃっていただきま
したのでよろこんでお受けさせていただきました。 
 ロータリー情報委員会といたしまして、ロータリーの友・ガバナ
ー月信などの内容を中心によく知らない私でもわかるような形
でかみ砕いて会員の皆様に出来る限りタイムリーな情報をお伝
えして地区活動方針の 
「「クラブに変化と成長を」とのテーマに少しでも寄与していきた
いと思っております。今までロータリークラブの諸先輩から色々
な情報を発信していただきましたが「そうなんだと」思う一方で、
まずは自分から色々なロータリー情報にアクセスして学んで意
味を考えながら人間としても成長しつつ、ロータリーについての
理解が例えば会員増強や社会奉仕などもお役に立てるような
ことができるのではと思っております。コロナが収まればと思っ
ておりますが、リモートなどで出席させていただきたいと思って
おります。今後とも諸先輩方からご指導賜りますよう、お願い申
し上げます。どうぞよろしくお願い致します。 

 奉仕プロジェクト部門  大塚嘉一委員長 
 皆さんこんばんは、大役を仰せ使いました。先程会長
がロータリーになぜ入るのかとの話がありました。私は
ロータリーの魅力は、このような草加市と言う日本の一
部で集まりやっているだけなのに、全世界的な広がりが
あるではないですか、奨学生を御世話したり、ポリオ撲
滅運動など、ローカルなところでやっているわりに全世
界的なことをしている。それが一番の魅力だと思ってい
ます。 
 ロータリーは中間団体、一番大きな団体は国、一番小
さな団体は家族、中間団体は沢山あります。町内会・
PTA・同窓会などなど色々な団体はあると思いますが、
世界で一番有力で、一番魅力的で一番パワフルなのが
ロータリーだと私は自負しています。そこにいることを幸
せに思っています。 
 奉仕はロータリーでいちばん華やかで中心ではないで
すか、それでいながらクラブを纏める、結びつける接着
剤的なものもある大事な委員会と思っています。各委員
会の皆さんと極力しながらロータリーのためにやってい
きたいと思っております。宜しくお願い致します。 
 

 職分類選考委員会  関  洋委員長 
 皆さんこんばんは、今日肺がん結核検診が
終わってきたのでカジュアルな格好ですみま
せん７・８・９月で肺がん結核検診は終わりな
ので是非皆さんも一度レントゲンを撮って下
さい。時々見つかりますのでやったほうが良
いのでやって下さい。 
草加市にお住まい方０歳以上ならどなたでも
できます。 
 職業分類委員会としては、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。 
 

 青少年奉仕委員会 来栖勝幸委員長 
 皆さんこんばんは、本日はリモートを通じて参加さ
せていただいております。 
 なかなか活動を制限されている中ではありますが、
青少年育成にとっては大事な委員会だと思っていま
す。何をしたらよいのかと考えますが、なかなか難し
いこともありますが、大事なことは今の青少年、どの
ようなことを思っているのか！また我々大人、ロータ
リアンはどのような活動をしていくのか、双方が話を
することで理解を深めて興味を持つ、大事なのでは
ないかと思いますので、その機会がありましたら青
少年の言葉で考えを聞いてみたいと思っています。 
 青少年交換は、今の状況では大変なことがあるの
かなと想像はつかないですが、ただ諦めるのではな
く、その時が来たら直ぐにでも行動ができる形にする
１年にしていきたいと思っております。 
 また、この活動は、諸先輩方がしてきていただいて
いるので、アドバイスをいただければそれに向かって
進めていく所存でおりますので今後ともよろしくお願
い致します。 

 米山記念奨学部門   渡辺美和子委員長 
 皆さんこんばんは、中々伺う事が出来なかったりしましたが、今日は皆さんにお会いしうれしく思っております。 
米山記念奨学会の部門委員長、コロナ禍で海外の方との交流は大変だと思います。徐君も家族と会う事も出来な
い状況の中、皆さん頑張っているのでしっかり勉強して何か身につけて頑張って下さい。 
 個人的ですが、埼玉県は製造業の多い県です。「彩の国工場の会」があります。森さんも入っておられますよ
ね！その副会長になっているので、出ていかなくてはならないこともあります。また母校の評議員をしています。良
い時でしたらいいのですが、学生数が減って行く時代になっているので、なかなか難しい所もあります。 
また、夏休みは地球儀つくりや草加市で子ども大学をやっていて、獨協大学で２コマ、私の所で１コマ、５．６年生３
４人が飽きないようなレクチャー、体験をしてもらう事もあったりします。 
米山記念奨学会は日本独自の会でありますが、グローバルです。皆さん今後も支援していきましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 20 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 15,000 円 累計 32,000 円 

7 月 20 日  出 席 報 告 

会員総数 36 出席 15 

出席免除  9 ＭＵ  2 

出席適用 27 出席率 62.96 

 幹事報告      佐々木一男幹事 
 皆さんこんばんは、幹事報告を致します。 

＊セミナーのご案内 

「公共イメージ部門セミナー」8/21ZOOM 

「会員増強維持部門セミナー」8/23ZOOM 

担当のかたは参加していただきたいと思います。 

＊熱海豪雨義捐金ご協力のお願い 

 会員１人当たり￥５００という事で草加松原 RC から

は３６名分￥１８，０００の義捐金を送金したいと思い

ます。宜しくお願い致します。 

今後のプログラム 
8/3   誕生祝・結婚祝     第１・２研修室 

8/10  卓話 ワクチン接種について 

        関 洋会員     レセプション 

8/17  休会 

二階堂祐司会長 首都高速の料金が 1,000円アップした成せいか、環七が非常に渋滞していました。 
        本日はクラブ協議会です。各委員長宜しくお願い致します。 
佐々木一男幹事 クラブ協議会、委員長の皆様宜しくお願いします。 
飯山 英彦会員 クラブ協議会宜しくお願い致します。 
牛山 信康会員 暑いです。たまらないです。もうじき４連休楽しみです。 
大塚 嘉一会員 娘(大学 2 年生)が自動車運転免許のため教習所に通い始めました。オートマ限定ではなくマ

ニュアルだそうです。何をたくわんでいることやら 
加藤 芳隆会員 クラブ協議会宜しくお願いします。急に暑くなりましたから、熱中症に気をつけて下さい。 
木村 博行会員 オリンピックまであと 3日、テレビでばっちり応援します！ 
        明日働くと 4連休、悔いのないようあと 1日働きます。クラブ協議会宜しくお願いします。 
関   洋会員 7/18 日曜日に霧降高原に行って来ました。そこまではニッコウキスゲガ見えてよかったので

すが、その後ヤマビルにあい、私がすべてを退治しました。 
ヒルに食われると出欠が止まりません 

富永  悟会員 楽しいプログラムを考えますので本年度も 1年間皆様宜しくお願い致します。 
長谷部健一会員 夏本番となりました。暑さに負けずクラブ協議会、よろしくお願いします。 
森  勇一会員 6/25 日本プロゴルフ選手権直前の日光カンツリークラブでゴルフして、ギックリ腰になりま

した。20ｃｍほど伸びたラフからノータッチでアイアンショットしたら、一発でダメになり
ました。おかげ様で松本院長のお世話になってしまいました。いつまでも若くないと実感し
た今日この頃でした。 

山崎 秀美会員 クラブ協議会前半です。各委員長さん発表お願いします。 
渡辺美和子会員 皆様お久しぶりです。 

 

 

皆さんこんばんは、寄付をしたことによって困っている方々や 

世界の方が喜んでいただけるのであれば、これからも続けて 

いきたいと思います。宜しくお願い致します。 

ありがとうございました。 

第１回  森  勇一会員 
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