
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

◆ 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、お久しぶりです。約２か月ぶりの
例会です。コロナ禍で緊急事態宣言下ではあります
が、ZOOMだけの例会は盛り上がらないので、無理を
言って前回の理事会でハイブリット例会を提案し、今
日はやらせていただきました。 
 一応、コロナ対策をしっかりしてと言うことで、アルコ
ールと非接触型の体温計を用意し、体温を記入の予
定でしたが、電池を入れ忘れてしまい今日は測れま
せんでした。また、パーテンションは、私が用意をする
と話をしていました。次の日メールを開きましたら、メ
ーカーから「パーテンション販売を始めました」と、売り
込みがありました。たまたまなのですが、私の心を見
透かされたかのようでした。ただアクリル板製だと重
たくて移動が大変なので、違うメーカーで刷毛を仕入
れている会社に問い合わせたら、軽量なものが見つ
かりましたので、とりあえず１０枚買ってみましたしつ
なかなか軽くて良かったと思います。窓も明け、安心
してとはいきませんが今日は宜しくお願い致します。 
 今、セミナーラッシュで毎週毎週セミナーがありま
す。先週は国際奉仕部門セミナーに飯山さんと
ZOOM で参加しました。毎回 ZOOM なので気が緩み
がちなのです。ペッツの時は、一つの部屋に１５～２０
人が入り、必ず指されるので気が抜けなかったので
すが、セミナーはい一方通行の話でした。そんな中で
先日は、ゲスト講師で演出家なのでしょうか「千葉隆
弥さん」顔を見ればわかると思いますが、池上さん等
と中東の取材に良く行っていた方の話を聞きました。 

 

 

９月１４日の例会記録 

 

第４４６回 例会 ９月２１日 草加宿 今様本陣 

興味深い話で、聞いていると中東の紛争は無くならな
いのではないか、宗教的な問題なのかわかりません
が、厳しいものがあります。ポリオをロータリーで一生
懸命にやっていますが、アフガニスタン、パキスタンの
２か国だけになりましたが終息するには相当な時間が
かかるのではないとの印象を受けました。 
 今日はロータリーの入って良かった、ロータリーの友
情は素晴らしいと感じたことを話します。先日息子から
「ロータリーの例会にお邪魔して良いかな」と言われま
した。理由を聞いてみると、会社の仕事の PR をしたい
と言うのです。「それは OK とは言えないよ」と言うと、そ
れなら何社か紹介してもらえないかと言うので、今日は
お見えになっていませんが、森紙器さんと SCS さんに
会うだけあってもらえないかと話をした所、二つ返事で
受け入れて下さいました。息子は「ベルヴィ武蔵野」結
婚式場の仕事なのですが、今暇なのと、２０１９年に普
通の人材派遣ではないのですが、人と人を結ぶような
ことをしています。今日は森さんの所に行ってきたよう
ですが、何て良い人なのだと感動してうちの会社に来
ました。１時間半も時間を割いてくれ、話をゆっくり聞い
てくれたということで、素晴らしい、ロータリーの友情は
このようなことなのかと思いました。 
 ポールハリスがロータリーを作った時、質の良い仕事
仲間を集めて、お互いに仕事を分かち合って発展して
いこうと言うのがもともとの主旨だったので、それはそ
れで良いのではないかと思いました。 
 今日は誕生祝・結婚祝です。また、ここに「二階堂・
佐々木杯のカップ」が出来上がってきました。最終的に
は私の元に戻ってきてくれればよいなと思います。今
月末に第１回目がありますので、皆さん宜しくお願い致
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 

 公式訪問リハーサル 

          

 

 

    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 ８月１３日   結婚祝 ８月２６日      木村博行会員 

 皆さんこんばんは、誕生祝ありがとうございます。８月１３日で５７歳になりました。昭和３９年１９７４年生まれで

す。私は葛飾区亀有の泉病院で生まれたと聞いたことがあります。１歳で足立区の江北の団地に入りまして、そこ

で中学１年までいたのかな！足立区の中学は第〇中と１～１５くらいまであったのかな？私は第８中に行き、非常

に治安が良いところで、喧嘩をやっているところを見かけたり、銭湯に行くと背中に綺麗なものが書かれた人がい

たりとそれが普通に感じていましたが、中学２年に草加市に引っ越してきまして栄中に入りました。驚いたのは、こ

ちらのほうが学習レベルは高い！第８中にいた時には、４０人中１０番以内にいましたが、引っ越してきて、いきな

り４４番、４６人くらいのクラスでしかも１２クラスくらいあったと思います。恐ろしく大勢いる中でほぼペケのような成

績になった記憶があり、ショックでした。私に英語を教えてくれた先生は獨協大学出身で英語の授業はすべて英

語とついていけませんでした。授業のやり方も面白くて、１０ページくらい暗記をしてきなさいとの教え方でとても覚

えきれない！未だにおぼえています。中学３年になって進学、担任の先生にどこに行くのか、行くところはない、行

かれるのであれば地元の高校に行けと言われ、草加高校が良いと行かせていただきました。私の年代は比較的

受験意欲が強かたのでその影響で私も大学に行くことになり、当時草加高校から現役で大学に行くことは珍しい

ことではないけど、専修大学に人はあまりいなかったので卒業後も２年くらい呼ばれまして、受験体験談の話に行

っていました。その後、ある試験を通して数年間暗黒の時代を過ごしました。大学を出て１０回試験に落ちました。 

 ３２歳で新人研修、皆でワイワイガヤガヤと楽しくお酒も飲んで１か月くらい研修をするのですが、私が１０回で

受かり、他にはいないと思っていましたが、奈良から来た人で１１回という人がいました。 

 金明町の親の家の 2 階で開業して、八幡町に事務所を兼ねた中古の戸建を買いました。まだ独身でした。地元

の方で丸山様という方に食事に誘われ、地元の良い団体があるから入らないと、ロータリークラブに誘われまし

た。一度オブザーバーで行ってみますとまだ３５．６の若造でしたから、大先輩の中で付いていけない！例会が終

わった後には毎週駅前の大島屋さんへ行くのです。散々楽しい思いをさせていただきました。私の結婚はその後

でした。ロータリークラブでブライダル委員会があって、それで私と家内をお祝いしてくれました。そのあと不義理

をしてしまいましたが、お誘いを受け入らせていただきました。そのあと、非常に楽しかったです。長谷部先輩のも

と、５周年事業の年の幹事をさせていいただき、浅草ビューホテルで今と違い大勢の方の前で色々なことを企画し

てお酒も飲んで楽しいなと！幹事をした１年本当に楽しいと感じ、いつの間にか会長までやらせていただき、楽し

さがやっとわかってきた所で今の状況になっています。 

 結婚祝は、８月２６日で２０００年に結婚しましたので２１年目です。何とか４１歳で１人目の娘が生まれ、４６歳で

２人目が生まれて、一番下の子は１２歳の子がいます。大塚先生と似たような小さい子がいます。まだまだ１０～１

５年は頑張らなくてはいけないと思っています。早く皆さんと鬼怒川などに行かれる日が来ることを祈っておりま

す。今年は１０周年ということで楽しいことは企画していますが、実現できるかは世の中の状況を見ながらですし、

親睦委員長の森さんからはマジシャンのアトラクションや長谷部さんからは「河のわっぱ」の人形劇、皆さんからい

ろいろアイディアをいただいて良い形で進めていかれればと思っていますのでご協力を宜しくお願い致します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 ８月１日  関  洋会員 

 皆さんこんばんは、東海大を卒業してから国立箱根病院と神奈川病院に勤務しました。「パラプレジア」という

麻痺がある人がいる。脊髄損傷で動けない人の褥瘡と脊髄損傷の部位の発表をしました。その病院が今はなく

なってしまいましたが、そこに傷痍軍人と言うのですが、馬に乗って落馬をして裂傷になった人などがリハビリの

ためにプールを利用したり、バスケットボールのパラがありました。もともとバスケットボールが好きだったので、

それを見ていました。箱根だったのでいろいろ歴史のものがあり、いろいろ行きました。経験が少ないので国立

療養所神奈川病院に週 1回行かせてもらい手術の勉強をさせていただきました。 

そこは、胸部の肺結核と脊椎カリエスの勉強を同時に受けられたのですが、同時に勉強できるところもなくな

ってしまいました。埼玉県は、結核を受け入れる場所が少ない！結核の勉強にお茶の水の駿台予備校に近く

へ勉強に行きましたが、遠視が強くて近くの井上眼科に治療に行って眼鏡を作りました。最近は老眼が強くなり

ました。パラリンピックをやって良かったと思っています。 

 

 誕生祝 ９月２３日 二階堂祐司会長 

皆さんこんばんは、誕生祝をいただきありがとうございます。６２歳です。９月２３日と祭日です。東京都足立区、

木村さんも先ほど言っていた非常に治安のよいところ、私は生まれた時、台風が来ていて床上浸水になりそうと

２階に避難して、お産婆さんも来て、私は６人兄弟の５番目なのですが、私ができた時には青葉塗料もできたば

かりで５人の子供の面倒は見られない、おろすとの話も出ていて病院まで行くところ、親父が何とか育てるから

産んでくれと言うことで産まれたのが私です。当たりでした。そのあともうひとり女の子が生まれ６人になりまし

た。それなのに親父は私が５歳ころ、昭和４０年１月２０日に亡くなったので、責任を果たさずに死んでしまいまし

た。 

 会社は足立区、実家なのですが、本当に治安が良いとか悪いとかいう前にスラム街のようです。団地が多

い！お風呂屋さんで背中に絵がある人は沢山いましたし、家にお風呂がある人も少なかったです。私も隣の家

にお風呂に入りにも行きました。地域制でした。下町とは違います。スラム街という感じです。ただ、家内の弟の

お嫁さんは今市出身で東京に憧れていたので、お兄さんは東京生まれということだけでリスペクトしてくれるの

ですが、足立区と世田谷区では違うと言ってもわからない！２３区と言うだけでブランドなのです。高校の時に３

年間姉の旦那さんの実家が福島でキャンプ場をしていて夏休み中２０日間くらいアルバイトをしていました。その

時に黒磯か宇都宮の女子高生が２００人泊りに、私が売店にいた時に、どこから来たのと次々に声をかけられ

ました。当時結構かわいい顔をしていたのです。結構持てたのです。「東京です」というと東京の話をしてくれま

すかと声をかけられました。最後は全員と写真を撮りました。田舎に行くとこんなに持てるのか！と思いました。

２３区ブランドは凄いと感じました。 

 ９月２３日生まれということで、息子が９月２２日生まれなのです。１日違いで誕生日は毎年息子と一緒で適当

にあしらわれています。息子も結婚して下に住んでいますが、誕生日は別になって何年か経つのですが、ここで

９月２３日が２人増えてしまいました。前に話したと思いますが、マンチカンと言う猫が死んでしまい、妻が悲嘆に

くれる毎日だったので、今度は保護猫の世話をしようということで、島忠で保護猫を扱っているので飼おうではな

いかと今年１月に最初はトライアルで１．２週間試し飼いし、大丈夫だったということで２匹飼いました。その時に

保護猫なので誕生日がない！誕生日を決めてと言われました。担当の方から、多くの人はかれる方の誕生日を

つける方が多い、生まれた日が８．９月くらいではとの予測があったので、その辺りの人が忘れなくてよいですよ

とのアドバイスで、かみさんが９月２３日と兄弟にしてしまいました。もうすぐ１歳の誕生日が来ます。これで私の

誕生日が蔑ろに！猫のほうがかわいいですからね！ここにきて、もう１匹飼いたいと！我が家は荒れているとこ

ろです。 

 ６２歳ということで、ベンチプレスが上がらなくなってきましたが、マシンでは１２５㌔上がりましたのでまだまだこ

れから頑張っていかれるのではないかと思います。ありがとうございました。 



 

9 月 14 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 8,000 円 累計 55,000 円 

9 月 14 日  出 席 報 告 

会員総数 35 出席 12 

出席免除  6 ＭＵ  2 

出席適用 29 出席率 48.28 

 結婚祝  ９月２３日      田中和郎会員 

 皆さんこんばんは、長い間休みまして申し訳ございません。脊柱管狭窄症で右足に痛みがあり、夜中に

痺れると言うか痛いのです。寝ていてもずっと痛い、歩けないのです。１か月以上歩けなかったです。やっ

と先週辺りから少し歩けるようになりました。痛み止めを３種類飲んでいましたがあまり効かない！時期が

来ないと治らないそうです。先週病院に行って痛みが取れてきたので薬止めましたといいましたら、ダメ、

止めてよいと言うまで飲まなくては駄目だと言われました。毎食後飲んでいます。先生にどのような運動を

したら良いか聞いたら１日に１万歩けばよいのではと！歩き始め２日したら脛が痛くなり途中で帰ってきま

した。 

 今日新聞を見ていましたら敬老の日が２０日で男性の平均寿命が８１．４歳女性は８７歳くらいでした。最

近新聞を見ていて、死亡者の記事を見ると年齢に目がいってしまいます。やはり歩けないと変なことを考

えます。自由に歩けないと大変です。 

結婚祝ですね、昭和５０年９月２３日、今年で４６年くらいです。コロナで敬老会、昨年も今年もなくなりま

した。体の悪いところがありますと、ゴルフもできないし、ボーリングもできないし！もう少し頑張ります。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 幹事報告      二階堂祐司会長 

 佐々木幹事の息子さんがコロナワクチン接種後の

発熱で欠席なので報告いたします。 

＊第９・第１０グループ合同 IM ゴルフ（ポリオ根絶チ

ャリティゴルフ）の案内がお手元に届いていると思

います。 

  開催日  １１月１５日（月） 

  場所    豊里ゴルフクラブ 茨城県筑波市 

ガバナー補佐からは２組お願いしますと言われてい 

ますので、皆さんご参加をよろしくお願いいたしま

す。 

 

二階堂祐司会長 誕生(私も含めて)結婚祝の皆様おめでとうございます。 

今日はコロナ対策をしっかりして例会を開催致します。宜しくお願い致します。    

牛山 信康会員 久しぶりの例会、気が付けばもう秋、庭の金木犀が良い香りを漂わせています。 

夜は虫の鳴き声がにぎやかです。 

大塚 嘉一会員 息子(中 3)が友達とザリガニ釣りに行きました。お金を払ってやったそうです。 

何という世の中になったことでしょう 

加藤 芳隆会員 誕生祝・結婚祝の皆様おめでとうございます。コロナウイルスの緊急事態宣言で、例会が約 2 か

月近く中止でしたので、今後は宜しくお願い致します。 

木村 博行会員 お誕生祝い、結婚祝いの皆様おめでとうございます。やっと例会が再開できて嬉しいです。 

        コロナに気を付けながら、がんばりましょう！ 

鈴木  努会員 草加市内は車が混んでいます。お誕生日の方々おめでとうございます。 

田中 和郎会員 長い間ご無沙汰して申しわけございません。結婚祝いありがとうございます。 

富永  悟会員 お祝いの皆様おめでとうございます。 

長谷部健一会員 草加宿今様本陣での初例会です。宜しくお願いします。誕生日・結婚記念日祝いの方、お目出と

うございます。 

山崎 秀美会員 お久しぶりです。８・９月の誕生祝・結婚祝いの方々お目出とうございます。 

 

今後のプログラム 

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 

10/12 卓話 会員増強について  第１会議室 


