
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆ 会長あいさつ    二階堂祐司 会長        

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月２８日の例会記録 

 

 本日の卓話、「１０周年のあゆみ」と言う事で、５周

年時の会長、長谷部会員と１０周年実行委員長の木

村会員、宜しくお願い致します。コロナ禍で行動が制

限されていますが、１０周年事業はクラブにとっても

大切な事業ですので、皆様ご協力を宜しくお願い致

します。 

皆さんこんばんは、本日は二階堂・佐々木杯

第１回ゴルフコンペと言うことでご参加の皆様お

疲れさまでした。天候にも恵まれ、台風の影響も

なくスコアーの良かった方は楽しかったのではな

いかと思います。私はスコアーが良くなかったか

ら楽しくなかったわけではありませんが、もう少し

良かったら、もっと楽しかったかなと思います。 

本日東京都のコロナ感染者が２４８人、昨日が

１５０人台と言う事で今月いっぱいには緊急事態

宣言があけます。いよいよ来週は公式訪問で

す。ガバナーとしては ZOOM でと進めております

が、必ずしも ZOOM でやらなくてはいけないので

はなく、日程を変更しないで開催してほしい、そう

でないと予定がたたないというわけです。来週の

公式訪問は、緊急事態宣言もあけますので。皆

さんで気持ちよくガバナーをお迎えしたいと思い

ます。 

昨年の中里年度、ガバナー月信最終号を見ま

すと、公式訪問が５月・６月も何クラブかありまし

た。中里ガバナーは、ご苦労されたのではないか

と思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 幹事報告      佐々木一男幹事 

 幹事報告をさせていただきます。今週末社会奉仕

部門セミナーが開催されます。ご参加の皆様宜しく

お願い致します。 

 来週は松本ガバナー公式訪問例会になります。緊

急事態宣言も明けるようです。今日の会報にも当日

のタイムスケジュールは掲載されていますが、週末

発信する例会案内でご確認いただき、多くのご参加

を宜しくお願い致します。 

 お食事は例会前に２階のレストランでお召し上がり

下さい。宜しくお願い致します。 

 

第４４８回 例会 １０月５日 草加市文化会館 

会長 二階堂祐司   幹事 佐々木一男 

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 

 



 
 

                   5代会長 長谷部健一会員 

創立年月日     2012年 6月 26日    認証年月日  2012年 6月 30日 

  ＲＩクラブ番号   １４０２５            創立時の会員数  30名 

草加ＲＣ創立 50周年（1962年創立） 草加イブニングＲＣ創立 20周年(1992年創立)に区切りをつけ、
草加松原 RC として設立、ＲＩクラブ番号は草加ＲＣの番号を引き継ぐ 

歴代会長・幹事・RI会長・ガバナー・ガバナー補佐一覧 

 奉仕事業   草加市バレーボール協会、草加市卓球大会支援 

              黄色いハンカチ運動（草加ふささらまつり、福祉まつりＩｎそうか） 

           社会福祉法人 光陽会 光輪の家餅つき大会支援   その他 

 国際奉仕事業  

年度 プロジェクト 支援共同クラブ 支援先 

2015-16 飲料水用フィルターの再生 3800 地区パシッグサウス RC ﾌｨﾘﾋﾟﾝﾊﾟｼﾝｼﾃｨ 

2016-17 コンセプション小学校へ給食支援 3800 地区ﾏﾘｷｰﾅ･ｲｰｽﾄ RC ﾌｨﾘﾋﾟﾝ・ﾏﾘｷｰﾅ 

2018-19 LCD ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰとｽﾏｰﾄﾃﾚﾋﾞの寄贈・設置 3800 地区ﾏﾘｷｰﾅ･ｲｰｽﾄ RC ﾋﾟﾝﾄﾝ ﾋﾞｶﾌｪ高校 

 

 

代 西 暦 会 長 幹 事 RI 会長及びテーマ ガバナー ガバナー補佐 

1 
２０１２ 

-１３ 
加藤 修三 長谷部健一 

 田中作治（日本） 

奉仕を通じて平和を 
田中 德尚 布施 雅章 

２ 
２０１３  

 -１４ 
牛山 信康 田中 和郎 

 ロンＤ．バートン（アメリカ） 

ロータリーを実践し  

みんなに豊かな人生を 

渡邊 和良 川井 大輔 

３ 
２０１４ 

 -１５ 
会田小弥太 山崎 秀美 

 ゲイリーC,K、ホアン 

「ロータリーに輝きを」 
濱野 英美 大島  優 

4 
２０１５ 

 -１６ 
佐々木一男 高橋 昌夫 

 K.R.ラビンドラン 

「世界へのプレゼントになろう」 
井原  實 百瀬  皓 

５ 
２０１６ 

 -17 
長谷部健一 木村 博行  

ジョン F. ジャーム 

「人類に奉仕するロータリー」 
浅水 尚伸 北川 賢一 

６ 
2017 

 -18 
富永  悟 飯山 英彦 

 イアン H.S. ライズリー 

「ロータリー：変化をもたらす」 
大貫  等 佐々木一男 

７ 
2018 

 -19 
森  勇一 二階堂祐司 

 バリー・ラシン 

「インスピレーションになろう」 
中川 高志 金杉  豊 

８ 
2019 

 -20 
飯山 英彦 富永  悟 

 マーク・ダニエル・マローニー 

「ロータリーは世界をつなぐ」 
小林  操 市川 英敏 

9 
2020 

  -21 
木村 博行 加藤 芳隆 

 ホルガー・クナーク 

「ロータリーは機会の扉を開く」 
中里 公造 佐々木一男 

10 
2021 

 -22 
二階堂祐司 佐々木一男 

 シェカール・メータ 

「奉仕しよう みんなの人生を

ゆたかにするために」 

松本輝夫 瀬田秀樹 



 青少年交換留学生   

年度 交換国 派遣生 受入生 受入高校 カウンセラー 

2014-15 韓国 滝瀬華世 ｷﾑ・スジ 草加南高等学校 1 年 加藤修三 

2016-17 ベルギー 安藤海翔 アリアノフ・ノエ 草加高等学校 2 年 瀬戸健一郎 

2018-19 オーストリア 豊島美咲 ﾏﾌﾅｽ・ｳﾞｧﾚﾝﾁﾝ・ﾄﾚﾝｶｰ 草加南高等学校 2 年 木村博行 

米山奨学生 

年 度 氏 名 国 名 学校名 カウンセラー 

2013-14 李  恩 先 韓 国 文教大学 高橋 昌夫 

2016‐17 謝  振 宇 中 国 埼玉大学 大塚 嘉一 

2017-18 锡林 高娃 中 国 文教大学 二階堂 祐司 

2020-21 徐  緒 隆 中 国 獨協大学 田中 和郎 

2021-22 徐  緒 隆 中 国 獨協大学 木村 博行 

ロータリー財団奨学生 

年 度 氏 名 国 名 学校名 カウンセラー 

2017-18 大谷 理奈 フランス ソルボンヌ大学 渡辺 美和子 

2018-19 高野 恭平 イギリス リバプール大学院 長谷部 健一 

地区補助金事業 

年度 プロジェクト 支援先 支援金額 

2013-14 クッキー製造用作業着支援 西れんげ草 197,640 

2014-15 空き缶つぶし機」 生活介護施設「あしかび」 217,944 

2015-16 50 インチテレビ 生活介護施設「青柳太陽の家」 215,000 

2016-17 飲料水及びトイレの配管の補修 マンラコンセプション小学校（フィリピン） 190,000 

2017-18 『そうか環境マップ』の作成 草加市環境課 300,000 

2018-19 からくり人形時計 知的障がい児施設「あおば学園」 216,000 

2019-20 車いす対応体重計 生活介護「青空の家」 211,600 

2020-21 小型電動一括投入型減容機 生活介護施設「あしかび」 278,630 

2021-22 AED設置一式 西れんげ草 247,000 

 

 

                                木村博行 10周年記念実行委員長  
１． 記念事業   

① 人形劇「河の童」草加公演                   担当 山口昭人社会奉仕委員長 

② 子ども食堂・草加高校 JRC クラブ合同餅つき大会    担当 会田小弥太会員増強維持部門委員長 

  ※コロナの状況を見て 2 月頃開催するかを決定予定 

    ③ 記念ゴルフ大会  2022年 5月 13 日（金） 千葉カントリークラブ野田コース 予定 

２． 記念式典 

2022 年 6 月 25 日（土） 17：00 点鐘   浅草ビューホテル   

記念式典担当委員会    受付（出席委員会）担当     田中和郎出席委員長 

                    第一部式典担当          佐々木一男幹事 

                    第二部イベント担当        大塚嘉一奉仕部門委員長 

                    第三部（親睦委員会）担当    森雄一親睦委員 

３． 記念誌編集              牛山信康 R財団委員長 

４． 記念誌寄贈              二階堂祐司会長 

５． 総括（全事業担当）          木村博行実行委員長  二階堂祐司会長 

※基本クラブメンバー全員が全事業の委員です。上記の表はそれぞれの中心になる委員長です。 

  今後は各委員長を中心に、日程調整、事前打ち合わせ、協力先絵の依頼、概算予算組みなど他の事業

との兼ね合いを考えながら同時平行で準備を進めていただきますようお願いいたします。 



      

 

 ９月２8 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 12000 円 累計 90000 円 

９月２8 日  出 席 報 告 

会員総数 35 出席 192 

出席免除  3 ＭＵ  4 

出席適用 33 出席率 65.63 

今後のプログラム 
10/12  結婚祝 ロータリー情報  レセプション 

10/19  卓話 会員増強について  今様本陣 

10/27  卓話 米山奨学生      レセプション 

      胡 桂梅（ｺ ｹｲﾊﾞｲ）君【八潮 RC】  

ＺＯＯＭのご案内 

・時間がない、体調がわるいなど、都合で例会場に行かれない

場合は、是非ＺＯＯＭでご参加ください。 

・ＩＤのみでご参加いただけます 

毎週発送している例会案内にＩＤは 

掲載しています。 

・使い方がわからない方は、会長・幹事まで 

お声掛けください。 

記念式典  タイムスケジュール（予定） 
 15：00  会場設営・準備 

 16：30  登録受付開始                  受付担当員会 

 17：00  記念式典（第一部）               式典担当委員会 

 18：00  記念イベント（第二部）             イベント担当委員会 

        ・交換留学生・米山奨学生のビデオレター、ZOOMでの近況報告又は会場でスピーチ 

        ・草加高校書道部のパフォーマンス（実技又はビデオレター） 

 18：45  休憩 

 19：00  記念祝賀会（第三部）              親睦担当委員会 

・アトラクション（イリュージョン） 

・音楽演奏 

 20：30  閉宴                

二階堂祐司会長 本日はゴルフお疲れさまでした。本日の卓話５周年について長谷部会員、１０周年について

木村会員宜しくお願い致します。 

佐々木一男幹事 木村さん、長谷部さん、楽しみです。 

会田小弥太会員 天気も良く楽しいゴルフでした。スコアーアは別です。 

牛山 信康会員 今日はいい天気でゴルフには最高の天気でした。 

ゴルフキャプテン親睦委員会ありがとう 

加藤 芳隆会員 今日は長谷部さん・木村さん５周年・１０周年の歩みの卓話宜しくお願い致します。 

木村 博行会員 １０周年事業皆さん宜しくお願いします。私もついにワクチン接種をやってきました。 

        松田さん、牛山さんと一緒に回ったゴルフ、どなたか優勝しているといいですが！ 

        やっぱり加藤さんかな？ 

篠宮 時雄会員 例会欠席で申し訳ありません。今日はゴルフに参加させていただきました。 

田中 和郎会員 緊急事態宣言が３０日の期限で解除されます。ガバナー公式門に間に合って良かった 

        これで出席率が上がることを希望します。 

富永  悟会員 草加松原ロータリークラブの１０年間のお話楽しみです。 

長谷部歴代ありがとうございます。 

長谷部健一会員 今日のゴルフコンペ参加の皆様お疲れさまでした。昨日、隈研吾さんが来草され、半日間草

加市内を案内し、草加宿今様本陣にも来てもらいました。草加を気に入ってもらうことがで

きました。 

森  勇一会員 みなさん、本日は第１回二階堂・佐々木杯ゴルフコンペのご参加ありがとうございました。

次回は池のないコースを探します。 

山崎 秀美会員 久しぶりの文化会館での例会で心が弾みます。１０周年委員長の木村会員５周年会長の長谷

部会員よろしく 

 

 

 

優勝  篠宮時雄会員 

２位  加藤芳隆会員 

３位  木村博行会員 

 
おめでとう 
ございます！ 


