
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

◆ お客様  

第 9Ｇガバナー補佐 瀬田秀樹様 

      〃      補佐幹事  関 信行様 

「草の童の会」 三澤様 関根様 小泉様 

◆ 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、コロナウイルス感染者もだいぶ

少なくなってきたようで「緊急事態宣言」も予定通り、9

月末には解除される方向で進んでいるようです。 

当クラブの公式訪問は、10 月 5 日に予定されてお

りますので、無事に「緊急事態宣言」解除となり、安心

して松本輝夫ガバナーをお迎えできるのではないか

と思っております。 

先週の木曜日に草加シティロータリークラブの例会

に参加させていただきました。草加シティさんは、「ＩＴ」

に詳しい会員さんが 2名いらっしゃるようで、その方を

中心に、オンライン例会ができるよう、機材を購入し、

会場作りを万全に整えているということで、参考にさ

せていただきたく、ＩＴ委員長の飯山さんと会田さんと

私の 3人でお邪魔しました。 

例会は、すべてオンラインで開催し、公式訪問もオ

ンラインで行ったそうです。 

 

 

９月２１日の例会記録 

 
プロジェクターをスクリーンではなく、テレビに繋ぎ映

し出されているので、画像も鮮明でとてもきれいでし

た。 

参考にできることは今後取り入れていこうと思います。

この日のプログラムは、「介護について」でした。飯山さ

んは、とても興味深かったようでした。 

 今日は「草の童の会」の 3 名の方が、公演会のご報

告にお越しいただいております。おいそがしい中、ご来

場いただきありがとうございます。後ほど、お話しいた

だければと思います。宜しくお願い致します。 

 また、今日は 10 月 5 日に予定されております公式訪

問例会のリハーサルを行います。第 9 グループ瀬田ガ

バナー補佐、関ガバナー補佐幹事には、ご多用のこと

ろ、お越しいただきありがとうございます。ご指導をよろ

しくお願いいたします。各委員会委員長の皆様には、

今年度の活動計画を発表していただきますので、宜し

くお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４４７回 例会 ９月２８日 草加市文化会館 

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 
10 周年事業について  

木村博行実行委員長 
草加松原 RC10 年のあゆみ  

    第 5 代会長 長谷部健一会員 

          

 

 

    



  

 

 

 

 

≪当日のタイムスケジュール≫ 

１６：３０             会長・幹事・会長エレクト・事務局員集合 

１６：３０～１７：００     ガバナー会場に到着予定 

１７：００～１７：５０     会長・幹事懇談会（ガバナー補佐・会長エレクト同席）    第１研修室 

１７：００             会員集合 

１７：００～１７：４５     食事                                            グリーンパル 

１７：５０             記念撮影 

例  会  18：00～ 19：10          司会  ＳＡＡ 山崎秀美会員   

18：00  ・開会点鐘                     ・幹事報告 

         ・国歌斉唱                               ・徐君へ奨学金 

・ロータリーソング斉唱     18：30 ・松本輝夫ガバナー卓話 

・ロータリーの目的                    ・ニコニコ 

・四つのテスト唱和                ・出席報告 

・お客様紹介          19：10  ・閉会点鐘 

・会長あいさつ          ・ 

休憩  19：10～19：15 

クラブ協議会   19：15～                 進行  二階堂祐司会長   

＊管理運営部門      (長谷部健一委員長)    ＊奉仕プロジェクト部門 （大塚嘉一委員長） 

  プログラム委員会     （富永 悟委員長）     職業奉仕委員会   （鈴木 努委員長） 

出席委員会           （田中和郎委員長）    社会奉仕委員会   （山口昭人委員長） 

親睦活動委員会       （森 勇一委員長）     国際奉仕委員長   （飯山英彦委員長） 

ロータリー情報委員会（小笠原薫子委員長）       青少年奉仕委員会   （来栖勝幸委員長） 

ガバナー講評                                  ガバナー講評 

＊公共イメージ部門   （瀬戸健一郎委員長）   ＊ロータリー財団部門   （牛山信康委員長） 

  ＩＴ委員会     （飯山英彦委員長）  ＊米山記念奨学部門     （田中和郎委員長） 

＊会員増強維持部門                        ＊10 周年実行委員会    （木村博行委員長） 

会員増強維持委員会  （会田小弥太委員長）  ＊ＳＡＡ             （山崎秀美会員） 

   職業分類選考委員会   （関  洋委員長）  ガバナー講評 

ガバナー講評                               

＊瀬田秀樹ガバナー補佐挨拶 

＊閉会  

 



二階堂・佐々木杯第１回ゴルフコンペ 

９月２８日(火)ゴールド栃木プレジデント 

カントリークラブ開催されました。 

ご参加いただいた皆様 

ありがとうございました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、一通り皆様方の委員会の活動内容を聞かせていただきました。今までの公式訪問、八潮

RC と草加シティ RC さんが終わりました。その中で同じようなことを言わせていただきましたが、 

年度計画書を読むだけというのは同じことを繰り返しているだけなので、「１０周年実行委員会」のほうには、方

針と具体的にはと書いてありますが、このような表記のほうがよろしいかと思います。その委員会の方針は〇〇

だよ！具体的にはこのような活動を行っていく、ついては今このようなことに疑問を抱えたり、悩みがあるのでガ

バナー出来たらその辺のご指導を宜しくお願いします。と言う形で委員会の発表を終わらせていただければガ

バナーもそれに対してご意見を言っていただけるかなと思います。 

読んでいただくのは良いのですが、委員会としての悩みなど申し上げていただければ、それに対してアドバイス

を下さると思います。今までのクラブさんでは３分くらいですね！ 

 あと、クラブ協議会は手続き要覧を皆さんお持ちになります。出来たらお持ちいただければ見た目がよろしい

かと思います。開くことはないと思います。 

 良かったと思うのは、「職業奉仕委員会」どう企業を運営しているか、理念とかビジョンとかおっしゃっていまし

た。これ職業奉仕にとってする話です。会員の皆さんの職業の中で会社がどんな運営をしているのか、ビジョン

があるのか、理念があるのかを皆さんで共有して、自分の食業に反映してもらう、こう言ったことが、「職業奉

仕」ロータリーにしかないのです！ですから金看板と言われています。ライオンズなどにはないのです。それぞ

れの企業においてどんな考え方をしているのか、それを皆さんで共有する。それを持ち帰って自分の会社で活

用する。そして会社が徐々に良くなっていく！職業奉仕の原点だと思います。凄い取り組みだと思いました。 

 あと、「米山記念奨学部門」ですが、地区できちっとした目標があると思います。クラブでも米山の目標額は設

定していると思いますのでそちらも委員会の方針の発表に加えていただけるとよいかと思います「。ロータリー

財団部門」は会員１人２００ドル、ポリオ５０ドル以上と書かれてありますので米山もお願いいたします。 

 「１０周年実行委員会」、非常に具体的に発表いただきました。ガバナーは１０年後を見据えたクラブの長期の

目標・スローガンを設定していただけると将来的なビジョンが見えてクラブが１０年後どうなっていくのかみんな

で共有できるというのでこのようなことにガバナーは力を入れているので、「１０周年実行委員会」という素晴らし

い委員会が存在していますので出来たら、草加松原 RC さんの１０年後をどうなっていきたいのか、会員数は何

名、女性会員は何名、奉仕活動はこんなことをなどのビジョンを明確に具体化していただけると良いかと思いま

す。戦略計画など見ながら作るということもあるのですが、「My Rotary」の戦略計画の立案計画は非常に難しく

書かれていますので、もっと簡単に皆さんがどのようなクラブになっていきたいかの理想像を作っていただけれ

ばと思います。宜しくお願い致します。 

 

優勝したのは 
だ～れ(*^^*) 

 



 

9 月 21 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 8,000 円 累計 55,000 円 

9 月 21 日  出 席 報 告 

会員総数 35 出席 17 

出席免除  4 ＭＵ  2 

出席適用 31 出席率 61.29 

 幹事報告      佐々木一男幹事 
 幹事報告です。9 月 28 日の例会は、文化会館

第 1 会議室で行います。この日は草加松原ロー

タリークラブ今年度 1 回目のゴルフコンペが予

定され、お疲れとは思いますがご参加を宜しく

お願い致します。 

 10 月 2 日（土）社会奉仕部門セミナーが ZOOM

で行われます。会長・幹事担当委員長の山口会

員宜しくお願い致します。 

 

二階堂祐司会長 2770 地区第 9 グループガバナー補佐瀬田秀樹様、ガバナー補佐幹事関信行様、「草の童の会」 

        三澤えつ子様、関根きょう子様、小泉かずみ様本日は宜しくお願い致します。 

佐々木一男幹事 ガバナー補佐、補佐幹事いらっしゃいませ、ご指導宜しくお願いします。 

会田小弥太会員 瀬田ガバナー補佐、リハーサル宜しくお願い致します。 

池田 国雄会員 ご無沙汰しております。久しぶりに皆さんにお会いできて嬉しいです。 

飯山 英彦会員 公式訪問リハーサル、宜しくご指導ください。 

牛山 信康会員 第 9 グループガバナー補佐 瀬田様、今夜はご指導宜しくお願いします。 

        まん丸いい大きな月が東の空に見えました。 

加藤 芳隆会員 ガバナー公式訪問リハーサル宜しくお願い致します。 

鈴木  努会員 あと 10 日で緊急事態宣言も終了かな、待ち遠しい。9/21 の中秋の名月今日です。 

関   洋会員 インフルエンザワクチンがうまくできないで、行きわたらない。 

田中 和郎会員 昨日、子供と孫が敬老の日を祝ってくれました。瀬田ガバナー補佐ご苦労様です。 

富永  悟会員 瀬田ガバナー補佐、関補佐幹事ようこそ、ガバナー公式訪問リハーサル宜しくお願いします。 

長谷部健一会員 「草の童の会」の三澤様、関根様、小泉様、本日はようこそお越しくださいました。 

        公式訪問例会成功のためにリハーサル宜しくお願いします。 

山崎 秀美会員 今日は公式訪問のリハーサルです。ガバナー補佐 瀬田様、補佐幹事 関様ようこそ！ 

        そして「草の童」の皆様ようこそ牛来所下さいました。 

 

今後のプログラム 

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  レセプション 

10/19 卓話 「今様草加宿によるまちづくり」 

     長谷部健一今様草加宿理事長  今様本陣 

「草の童の会」      三澤様  関根様  小泉様 

                     皆さんこんばんは、本日はお招きいただきありがとうございます。「草の童の

会」の三澤と関根と小泉でございます。宜しくお願い致します。今回「草の童の

会」という会を長谷部さんと共に作らせていただきました。「河の童」という作品を

取り組むことになり、実行委員会作ろうということで市内の団体が集まりました

が、私と小泉は「NPO 法人子ども広場草加おやこ劇場」というところで、地域の

子ども達に向けて鑑賞活動としています。ですが障害のある方や経済的な 

家庭の問題がある子などに向けた公演を作ることが出来ていませんでした。今回の「デフ・パペットステージ」 

というプロの人形劇団なのですが、ここは聾者 耳の聞こえない方たちと、健常者 耳の聞こえる人たちとで共 

に作っている劇団なのです。そこが作り上げた作品「河の童」、テーマが共生社会と多様性ということなので、 

今回私たちは「草の童」「草加の童たちのために」と言うことで「河の童」の公演なので「草の童の会」と言う会を 

作りました。今回に限らず、毎年続けていけるようにと思っています。 

今回は草加松原ロータリークラブさんの「10周年記念事業」ということで協賛いただき、 

ありがとうございました。お礼を申し上げるのが遅くなりましたが、本日はお礼にまいり 

ました。 

 今回は、資金面で援助していただいたので、これからは多くの子ども達に届けられる 

よう宣伝をしていかれたらと思っています。まず第 1歩のハードルが協力いただけた 

ことで助かりました。ありがとうございました。またコロナウイルスが落ち着いていくことを 

願ってと言うか、今年は中央公民館で 200人と言う規模なので多くの子ども達という 

わけにはいきませんが、次年度以降、文化会館のホールでできるようにメンバーや 

協力者も増やしていかれたらと思っております。 

今回は本当にありがとうございました。これからも宜しくお願い致します。 

 

 


