
 

 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆ 会長あいさつ      二階堂祐司会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                       

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  

 皆さんこんばんは、先ほど岡本さんから八潮ロータ
リーは、本日ガバナー公式訪問が終わったと伺いま
した。早い～と思いました。今終わってしまうと、気が
抜けてしまうのではないかとの気がしますが、素晴ら
しい公式訪問だったと言うことでした。 
 私もやっと明日、ワクチン接種第 1 回目が打てる日
が来ました。接種券は 6 月には来ていたのですが、1
週間くらいしてからしましたら、どこもいっぱい！病院
でもできるのですが、どこも sold-out状態でした。 
川口駅前にある「旧そごう」跡にある川口の大規模接
種会場で、家内が昼間、私が夜に接種するのです
が、川口市やり方が変で、病院で接種する方は、1 回
目・2回目同時に予約できるのですが、大規模接種会
場でする場合は、1 回目しか予約できない！明日終
わった時点で2回目のやり方の案内を渡されて、それ
に基づいてネットや電話で申し込む！やっていること
がちぐはぐですね！1 回目・2 回目同時に予約できな
い非常に不安を感じました。注射は痛いのかな～な
どと考えながら明日行ってきますが、半袖の T シャツ
を着ていきたいと思います。年末に無理を言って関先
生に家族 3人分、インフルエンザの注射をやっていた
だいたのですが、どこも予約できず関先生にお願いし
ましたら 3人くらいなら良いよと持つべきものは友達と
いうか仲間ですね！長袖のワイシャツで行ったので
私は腕が太いもので、腕まくりをしても上まで上がら
なかったので下のほうにしたので、今回は T シャツを
着て腕を出せるようにしていきたいと思います。 
オリンピックも始まりました。先週はあまり盛り上が

らないのではないかと思って、ワクワクしないと言いま
したが、オリンピック、ゴールドラッシュですね！ 
 
 

７月２７日の例会記録 

 

第４４５回 例会 ９月１４日 草加宿今様本陣 

連日盛り上がって、オリンピック見るのが楽しいな～と
思っていますが、ロータリアンとロータリーイズムとオリ
ンピズムの類似点ということで、オリンピズムは、平和
な社会の推進を目指すために人類の調和のとれた発
展にスポーツを役立てることにあります。ロータリーイ
ズムは、超我の奉仕です。世界の平和・推進を目的に
するための活動ということ！それだけではないのです
が、に多様な概念、人生哲学ということなのですが、オ
リンピックも昔、始まったころは、アマチュアリズムとい
うことでアマチュア以外は参加できない！そのころのア
マチュアというのは、スポーツ界においては、ジェントル
マンと同義語ということです。極端に言えば体育教師な
ども出られなかった。労働に携わって対価をもらってい
る人、力仕事をしている人が力を使う種目にも出られな
かった。結局は貴族の集まりのスポーツでした。 
今は、「オリンピック憲章に定める権利・自由は人種、
肌の色、性別、性的思考、言語、宗教、政治・・・・・いか
なる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなけ
ればならない。」それに対してロータリークラブは 1975
年の国際ロータリーの定款には、「ロータリークラブは
以下に定める資格を備える男子によって構成される。
すなわち、善良な成人男子であって、・・・・専門職業の
持ち主、パートナー、法人役員または支配人」とありま
した。今考えてみると非常に狭き門戸でした。今のロー
タリーの定款はどんな人種、肌の色、性的思考などに
関わらず誰でもはいれる。ただ入会には厳しい審査は
あると思うので全ての人が入れるということではないの
ですが、オリンピックもロータリーもたよう多様性を求め
て時代の流れに沿って変わってゆくように感じられまし
た。この後パラリンピックも始まります。また、ロータリ
ークラブには、「LGBT」に「Q＋」になっていますが、そ
の方だけが会員のクラブもあると聞いておりますので
その辺りを勉強して掘り起こしていきたいと思います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 8 月・9 月の誕生祝・結婚祝 
          

 
 

    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

会員増強維持部門委員会 会田小弥太委員長 

 皆さんこんばんは、今回私は会員増強維持部門委員長と委

員会の二つの委員長を受け持っております。内容的には同じ

なのですが、部門としてはクラブの活性化と継続を考える時、

会員増強維持はクラブにとって必要不可欠な最重要 

課題となります。 現在新型コロナウイルス感染により、親睦、

奉仕活動を含む全ての 

活動が多大な影響を受けており、会員数も減少傾向にありま

す。私たちのクラブも会員数が少し減ってきました。コロナの影

響もあるのかと思っております。こ今年は大きな節目である 10

周年ということです。それを一つの大きな起爆剤として会員増

強に努めていかなくてはいけないのかと思っております。 

新しい方が入ってこないとクラブの活性化はできないということ

で、クラブの維持をする上でも会員増強は重要なことだと思い

ます。増強維持部門ではこのように思っております。 

 委員会委員長としては、当初 50 人を目標にしてきましたが、

なかなかそこまでいかなくて最高で 44 名くらいですね！50 人

は重いなと思っております。今の状況の中での増強は難しいこ

とですが、会長の増強目標 5 名を頑張っていきたいと思いま

す。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 公共イメージ部門    田川富一委員 

 皆さんこんばんは、委員長が欠席のため代

読をさせていただきます。 

ロータリーの公共イメージは、ロータリーが

SDGs に立脚して世界で様々な事業を展開し

ており、その活動にリンクする奉仕活動や公

益を増進する様々な事業を各クラブが地域

社会で推進していることを社会に適正に発信

することで形成されていきます。ところが、IT

化と高度情報化社会で増大する情報エントロ

ピーの中で、ロータリーの存在はその認知度

を低下させているのが現実です。本年度の

公共イメージ部門員会の活動方針は、ホー

ムページをはじめ、Facebook や YouTube な

どの SNS を活用し、Zoom によるオープン例

会などを開催して、クラブの活動実態を広く

社会に発信し、クラブの認知度を高め、より

多くの人々にアウトリーチすることで、会員拡

大に資する環境を整備してまいります。 

宜しくお願いいたします。 

 

 職業奉仕委員会    鈴木 努委員長 

 皆さんこんばんは、二階堂会長からこのお役目を指示された

のですが、何をすればよいのかわからない！4月の地区研修協

議会に参加しました。委員長の桶川イブニング RC堀内さんもよ

くわからないといいながら、ポイントとしては「四つのテスト」の意

味を理解し、実現する～～とあります。世のため、人のために奉

仕する。利益はその当然の報酬となる。ということをお書きにな

っていたのを参考にしたのですが、よくわからない！一番参考

になったのは、クラブの定款を読みまして、第 6 条を参考にさせ

ていただきました。ロータリークラブの５大奉仕の第 2 部門であ

る職業奉仕は、事業及び専門職務の道徳的水準を高め、品位

ある業務はすべて尊重されるべきであるという認識を深め、あ

らゆる職業に携わる中で奉仕の理想を実践していくという目的

を持つ。 

会員の役割には、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、

事業を行うこと、そして自己の職業上の手腕を社会の問題やニ

ーズに役立てるためにクラブが開発したプロジェクトに応えるこ

とが含まれるとあります。 

具体的には、クラブ内会員企業を訪問させていただこう。私自

身が入会して間がないので皆さんの企業にお伺いさせていただ

き、運営などの情報を収集させていただき、纏めたものを発表さ

せていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

社会委員会     山口昭人委員長 

 皆さんこんばんは、今年度社会奉仕委

員会の委員長を務めさせていただきま

す。委員として篠宮さん、中村さんの 2 名

でございます。 

 方針として、本年度の地域社会に対す

る奉仕活動は、コロナ禍である事を十分

に考慮して活動していきたいと思います。 

活動内容として 

１．継続事業として「黄色いハンカチ運

動」の啓蒙活動を行います。 

２．「バレーボール大会」並びに「卓球大

会」への支援活動の継続 

３．コロナ禍での新しい社会奉仕活動を

かんがえていきたいと思います。 

今年度もコロナの影響で感染者が増えて 

いる。ワクチン接種もあまり進んでいない 

状況で迷ったら中止する方針でやってい 

きたいと思います。皆さんのご協力をよろ 

しくお願いいたします。 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロータリー財団部門  牛山信康委員長 

 皆さまこんばんは、ロータリー財団部門をやってとご指名を

いただきました。まずは、ロータリー財団は、重要ですというこ

とを皆さんと一緒に考えて理解していきたいと思います。 

 ロータリー財団、ロータリーの組織としては価値あるものと

私自身は思っているので、皆さんにも意識していただきたいと

思います。 

 調べたところ、1917 年にアーチ・クランフという方が、提唱し

てそれかあら始まっているそうです。これがもしなかったらロ

ータリーの様々な奉仕活動は、あまり大きなことができなかっ

たのではないかと思うくらい、立派な財団だと私は思います。

それを承知した上でロータリー財団へのご協力をお願いした

いと思います。現在年次寄付として 1人当たり 200ドル以上の

寄付を任意ですがお願いいたします。ポリオプラス基金が 1

名あたり 50 ドル以上をお願いいたしますとのお願いがありま

すが、当クラブは年会費を収める時に、一緒に収めていただ

いている。 

年会費は義務だけど、寄付についてはお志ということで違うと

は思うのですが、便宜上一緒に収めていただいている。 

 その他にベネファクターと言って恒久基金があります。クラブ

当たり 1名以上 1000ドルの寄付というものがあります。こ知ら

についてもご協力いただければと思います。人によっては遺

言の中に亡くなった時に 1000 ドルでも 10000 万ドルでも良い

のですが、遺言の中に書いて財団に寄付しますというのもあ

りなのだそうです。このような制度がありますのでロータリー

財団へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 10周年実行委員会  木村博行委員長 

 皆さんこんばんは、10 周年実行委員会、実

際に考えてみると、これというパターンはな

い、定款などを確認しましたが周年事業の規

定は私の中では見当たらなかった！５周年を

しましたのでこのような感じとはわかっていま

したが、実際始まってみると、皆さんいろいろ

なご意見があることも知り、周年事業に対す

る思いがあるのだと、ここ 1.2 か月悩みまし

た。「コロナ禍で実際やる意味はあるのか」、

やるとした場合「誰のためやるのか」参加者な

のか、会員のためにやるものなのか！対外

帝にご招待してご招待者のためにやるの

か！いろいろこれから皆さんのご意見を伺い

ながら草加松原 RC らしい形を作っていけば

よいかと思います。来年6月25日（土）に式典

会場の浅草ビューホテルを仮押さえはしてい

ます。 

現在決まっている事業は、先ほど会長から報

告がありました 11月 27日（土）「河のわっぱ」

という人形劇の公演、60万円の支援が決まっ

ています。その他皆さんと一緒に考えていき

たいと思います。月に 1 回定定期的に実行委

員会を開いて決めていきたいと思います。決

定事項は随時ご報告をさせていただきますの

でご協力をよろしくお願いいたします。 

 国際奉仕委員会  二階堂祐司会長 

 飯山委員長が欠席なので代わりに発表いたしま

す。 

1.国際大会への参加 今年度はオーストラリア、メ

ルボルンで開催予定です。このような状態なので

開催されるかわかりません 

2.フィリピン-マリキーナロータリークラブとの交流と

例会出席 

3.海外クラブ例会に参会し国際交流と、友好親善を

図る 

以上を掲げていますが、今の時期はなかなか海外 

に行きづらい状況で、委員長も苦慮していると思い 

ます。 

委員長の考えには、グローバル補助金を使って事 

業を何とかやりたいとおしゃっていました。実現でき 

るように頑張っていただきたいと思います。 
 

 ＩＴ委員会       木村博行委員 

 皆さんこんばんは、委員長が欠席なので代読いたし

ます。 

1.事務手続きの簡素化及び、FAXや郵便をオフィスメー

ル・メーリングリストに順次、代替 

2.RI ウェブサイト「マイロータリー」登録の推進および活

用 

3.クラブのソーシャルメディア活用を推進し、IT 活用で

会議の合理化及びペーパーレスの導入 

今実際に zoomで例会をしていますが、Wi-Fiの状況 

が安定せずに、来栖さんと細道さんが参加してくださ 

っていますが、音声が上手く流れないことがあります。 

その辺りを研究していきたいと思います。 

  

飯山委員長からの伝言ですが、この時期なので訪 

問できないが、落ち着いたら、一人ひとり伺って「My 

Rotary」の登録、「ZOOM」の設定をしていきたいと考え

ていると言っておりました。 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 27 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 8,000 円 累計 55,000 円 

7 月 27 日  出 席 報 告 

会員総数 36 出席 13 

出席免除  6 ＭＵ  2 

出席適用 30 出席率 50.00 

 10周年記念事業について  二階堂祐司会長 

 先週の例会が終わった後に１「10 周年実行委員

会」と「臨時理事会」が開かれ、そこで決定したことで

す。 

記念事業の一つとして「デフ・パペットシアター・障害

のある方も一緒に楽しめる人形劇の上演会を支援す

ることが決まりました。 

 開催日は 11 月 27 日、中央公民館で行います。10

周年記念公演ということで、費用は全面的にクラブで

支援する形になりました。これから準備段階でご協

力いただくことはあると思いますので、よろしくお願い

致します。 

 

 幹事報告      二階堂祐司会長 

 佐々木幹事が都合により欠席のため報告させてい

ただきます。 

＊ガバナー月信が配られたと思いますが、掲載の

原稿に誤りがあったとのことで、補足の紙が挟ま

れていると思います。改めて掲載をするとのことで

す。 

＊10 月 4 日地区大会記念ゴルフコンペがございま

す。各クラブ最低 4 名との依頼が来ておりますの

でご参加されたい方は申し出ていただければと思

います。 

 

第１回  森  勇一会員 

ＳＡＡ      山崎秀美会員 

 皆さんこんばんは、今年度 SAA を拝命しました。SAA は会場監督ということで、主体的には何もやらないです

よね！皆さんの活動、五大奉仕をはじめ、今年度は 10 周年実行委員長と会長がどのようなことをやるか、皆さ

ん方に問う形で活動するわけですが、新型コロナウイルスが蔓延している現状でどのような形でやるかは一つ

の問題だと思います。公的イメージもありますから、ロータリー活動をしてクラスターを発生してはいけないと、

言う事もありますあい、上手くやらないといけない、かと言って今までは集まっていろいろなことをしていた！で

も今は集まってはいけない！集まるなということは、人間の活動を否定しているわけですから、良いものができ

るか怪しい状況になっている。そこでロータリーは社会奉仕の核となる団体だとすれば、英知を絞ってどのよう

な形で、社会のために奉仕活動をすればよいのかというのを実践するリーダー格であろうと思うのです。そこは

会長と 10周年実行委員長の指導の下、社会奉仕や周りの方に「コロナ禍」の活動はこうあるべきだということを

示してもらえれば、会場監督として、黒子として一年間観察できれば良いなと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

二階堂祐司会長 オリンピックが盛り上がっていますね、オリンピックを観ながら車の運転をしていると足に
力が入って危ないですね！先週に引き続きクラブ協議会です。宜しくお願いいたします。 

会田小弥太会員 オリンピックも金メダルラッシュで盛り上がっておりますが、同時にコロナも増加しており
ます。複雑な気持ちです。 

牛山 信康会員 毎日テレビでオリンピック観戦して楽しんでいます。 
加藤 芳隆会員 オリンピックは、金メダルラッシュで観客が入って通常の大会なら、より盛り上がって素晴

らしかったですね。選手の頑張りは凄いです。 
木村 博行会員 クラブ協議会よろしくお願いします。金メダルラッシュの日本、早く本来の明るい状態に戻

るといいですね。 
鈴木  努会員 本日の東京都のコロナ感染者は 2848 人だそうです。まだまだ油断はできませんね。注意し

ましょう。 
長谷部健一会員 所用で遅刻しました。 
山崎 秀美会員 コロナの感染者が新記録になりそうですが、オリンピックは素晴らしいですね！ 
 

今後のプログラム 
9/21  公式訪問リハーサル     今様本陣 

9/28  10周年記念事業について 第１会議室 

     10周年の歩み 

10/5  松本ガバナー公式訪問   レセプション 


