
 

 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆ お客様  

第 2770 地区ガバナー  松本輝夫様 

      〃地区副幹事  山口孝明様 

第 9Ｇガバナー補佐    瀬田秀樹様 

〃補佐幹事    関 信行様 

◆ 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  

第４４９回 例会 １０月１２日 草加市文化会館 

 皆さんこんばんは、本日は非常にうれしい日でガバ
ナーをお迎えしての公式訪問です。コロナも今非常に
人数が減りまして、昨日は87名とついに100人を切り
ました。今まで緊急事態宣言があけるかどうか！ガ
バナーをお迎えして公式訪問ができるかどうか！とて
も気になっていたところなのですが、コロナ感染者が
少なくなって、ガバナーを気持ちよくお迎えして公式
訪問ができたことが本当に嬉しく思います。皆さんも
ヤキモキされていたのではないかと思います。ZOOM
でオンライン例会となると盛り上がりに欠けた状況に
なっていたのではないかと思います。 
 今年コロナ禍の中で、何もできない状況になってい
ました。7 月は例会を開催しましたが 8 月以降休会が
続いていました。しかしここにきてコロナ終息はしてい
ませんが、下火になっている状態ですので、これから
いろいろと仕事なり、ロータリーの活動なり、遊びなり
を今のうちにしっかりやっていきたいと思います。今
年当クラブは創立10周年です。やらなくてはいけない
ことが山積しています。皆さんにご協力していただき
まして、事業を大いに盛り上げて行きたいと思ってお
ります。 
 

１０月５日の例会記録 

 

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 
   結婚祝 ロータリー情報 
 卓話 会員増強について 
        会田小弥太委員長 

 
 

    
今年度ガバナーの地区方針は、COVID19 に負けずに   
「クラブに変化と成長を」です。数日前からガバナーの
人となり、松本ガバナーはどのような方なのだろうと！
週末に ZOOM でセミナーがありました。先週は社会奉
仕セミナー、福々しいご尊顔を見ておったのですが、私
のイメージ通り、非常に朗らかで、優しいガバナーと感
じました。岸田さんではないですが、話もよく聞いて下さ
いました。楽しいひと時を過ごさせていただきました。 
 皆さんの中でガバナーが配信しております。「みらい
の扉-まっチャンネル」YouTube ご覧になったかわかり
ませんが、7月・8月・9月・10月と配信しています。ぜひ
ご覧ください。ただ「まっチャンネル」と検索すると松戸
市や松本人志が出てきますので「2770地区」「やみらい
の扉」などと入れて検索してください。皆さんぜひチャン
ネル登録していただきたいと思います。 
今日はガバナーをお迎えしての例会、クラブ協議会

となります。皆さん最後まで宜しくお願い致します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。10月2日奉仕部門
セミナーに参加いただいた方、ご苦労様でした。 
＊青少年奉仕部門セミナーの案内が来ております。 
日程 10月29日（金）ZOOMにて行われます。担当
の方には連絡致しますので宜しくお願い致します。 

＊地区大会 
  日程 11 月 13 日（土）・14 日（日） 
  会場 さいたま市文化センター 
ご参加をよろしくお願いいたします。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
                     皆さんこんばんは、ガバナーの松本輝夫と申します。大塚先生がここにいたとは！ 

ロータリアンと言う事はよくわかっていましたが、クラブ名までは調べていませんでした。 

古い友人がいらっしゃるので少しリラックスしました 。 

 このリアル例会の公式訪問は、8 月のはじめを最後にずっとオンライン、ZOOM例会に参

加でしたの で久々にリアル例会に参加させていただきましたのでちょっと緊張しており

ます。 

 今日は、「RIテーマ」「地区活動方針・運営方針」「ロータリーにとって何が重要であるのだろうか」と基礎的な所を

お話しさせていただこうと思っております。草加松原ロータリークラブの皆様宜しくお願い致します。 

 パワーポイントを時々見ていただいて、あと時々私のほうを見ていただきながら聞いていただければ宜しいかと

思います。 

 皆さんご承知のように、今年の RI 会長はシェカール・メータさん、インド出身の方です。「SERVE TO CHAHGE 

LIVES（奉仕しようみんなの人生を豊かにするために）」これが RI テーマです。こちらがシェカール・メータさんと 

パートナーで奥様のラッシュさんです。この写真はエレクとの時代1月半ば

頃から 2 月にかけて、ガバナーになるために国際協議会で従来はアメリカ

の一定のホテルに行って６日間缶詰にして妻とともに行くのですが勉強会

をしてくるのですが、今年はアメリカのコロナ感染状況も大変と言う事だ

し、日本も大変だった、世界中が大変と言う事でオンラインによる研修会 

になり、2月 1日から 11日まで 10日間かけてセッションあるいは会議を行

う形でした。この写真は最初の国際協議会の招待メールについていた写真です。2月 1日午後 11時から始まりま

して、1時 30 分くらいまでやりました。世界同時開催と言う事で、日本時間は夜遅くと言う時間で行われました。 

 シュカール・メータさんは非常に演説が上手いです。このような演説ができれば RI 会長になれます。内容は年度

計画書を読んでいただければよろしいかと思います。この演説を聞いた後に読むと最初に読んだ時と理解がかな

り深まると思います。 

 RI 会長は「超我の奉仕」ロータリーでは有名な標語ですけど、ここから奉仕の重要を述べられてきて、今回の演

説には出ていませんが自分の色々な奉仕の経験を語られたのです。最初の何年間は、クラブのロータリアンとし

て奉仕事業をした。ある時、ハンドサイクル、手で動かす。足が不自由な方に提供の事業をした。歩けない方が這

ってきて彼に握手を求める。最初は握手が嫌で嫌で、汚くて病気が移るのではないかと思った。でも握手しなくて

はいけない！握手をしているうちに本当に自分の仲間の苦しみがわかって、心から握手できる。このような奉仕を

してよかったと思うようになった。そして初めて自分はロータリアンになった、単なるロータリークラブのメンバーで

なく、ロータリアンになったのだと気持ちがわいたと書いてありまあります。 

 奉仕する時、誰かの人生だけでなく自分の人生を豊かにする。この中に書いてありますように奉仕する姿勢、謙

虚に奉仕してあげるのではなく、奉仕させていただいているという気持ちから奉仕することによって自分が磨かれ

ていく。だから誰かの人生だけでなく、自分の人生も豊かにできるのですと盛んに言っております。 

 最初の出だしは、インパクトある奉仕事業（会員増強・基板整理）です。その中で「EACH ONE BRING ONE」と言

って会員一人が新しい入会者を連れてきて 120万人の全世界のロータリアンが来年の 6月には 130万人にしよう

とこのような計画を建ててやってくださいとお願いしています。実際には全世界で 120 万人を切っています。欧米・

日本ではロータリアンが暫時減ってきている状況にあります。東南アジアやインドは増やしてきています。その中

で奉仕事業の一つとして「ロータリー奉仕デー」いままで「ロータリーデー」はありましたけど、ロータリアンだけでは

なく、他の奉仕団体、企業、報道機関や行政も巻き込んで奉仕事業をやってロータリーのことを知って地域、世界

に知ってもらおう、世界中に自分たちのやったことを見てもらおうと言う事も演説で述べられていました。 

 奉仕事業の中で、とくに彼は「女児に対するはエンパワメント」をやってほしい、これはインドと言う地域がらもあ

るのだと思いますが、女性が立場的に弱い！子供は特に弱い！そこで力を引きあげていくエンパワメントを考え

てほしいと、日本では教育事業は、男女差がなく進んできていますが、あらゆる報道で女性の進出は遅れてい

る。ですから女児ではないけど、女性に対するエンパワメントは主張され、行っていく必要はある。ロータリーにお

いても女性のメンバーを 20％くらいにしてくださいと昨年の年度からのお願いです。 

 地区活動方針も RIテーマと一緒です。COVID19に「負けずにクラブに変化と成長を」COVID19の影響をうけると

言う事を確認しなくてはいけない！その中で負けずにクラブに変化と成長をもたらしていこう！地区ではＩＴ委員会

を設けてデジタル化、クラブの活動・地区の活動をデジタル化の推奨を始めています。 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーのビジョン生命と地区戦略計画 
 私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で持続可能なよい変化を生むために、人々が手を取り合
って行動する世界を目指しています。 

ロータリーは、115 年の歴史を刻みながら、常に進化を遂げてまいりました。そして、私たちは、常に変化しなが
ら、未来を繁栄させることに力を注いでまいります。地区としても、ロータリーのビジョン声明を達成するため
に、次の４つの項目に沿って活動していきます。 

「より大きなインパクトをもたらす」 
「参加者の基盤を広げる」 
「参加者の積極的なかかわりを促す」 
「適応力を高める」 
地区戦略計画・行動計画 
「より大きなインパクトをもたらす」 
②「世界を変える行動人」キャンペーンの推進と、ＲＩテーマ、中核的価値観の認識を深めます。 
 世界を変える行動人キャンペーン、これは何のキャンペーンなの？ 
 ロータリーの立ち上げた新しいグローバル広告キャンペーン なぜこのようなキャンペーンをするのか 
 ロータリーの名前を耳にした人は多いが、活動内容までは知らない 
 ロータリアンは地域社会と世界をよくするため活動していることを知ってもらう 
 ロータリアンは  
問題に目が行き、解決を見つめている。解決のためにアイデアを交換し実現させるために行動する。その結果
どういうことがおこるか 
ロータリアンは、この点に光を当ててロータリーブランドに命を吹き込む 

ロータリーの中核的価値観 
奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダーシップ 
価値観を行動に 
私たちは親睦を通じて生涯にわたる友情をはぐくみ、国や文化を超えた理解を推進します。 
私たちは高潔性をもって約束を守り抜き、倫理を守ります。問題に取り組みます。 
私たちは、奉仕を通じてリーダーシップと職業のスキルを生かし、地域社会の問題に取り組みます。 
普遍なのはロータリーを定義づける 中核的価値観に対するニーズである 
会員増強・会員基盤強化のために生かす必要「地域で世界、で良いことをしている」 

奉仕（Service） 
ロータリーの奉仕活動とプログラムは、更なる世界理解と平和をもたらすものであると、私たちは信じていま
す。奉仕は、ロータリーの使命の中で最も重要なものです。私たちは個々のクラブの計画と活動実践を通じて、
奉仕するものに無類のよろこびを与え、組織全体に奉仕の文化を作り出しています。 

親睦（Fellowship） 
一人一人のニーズに焦点を当てる個人奉仕だけではなく、人類に奉仕する協同活動も重要であると、私たちは
信じています。視野を広げます。親睦のネットワークは、民族や国家といった様々な違いを超え、寛容の精神を
導くものです。 

多様性（Diversity） 
 ロータリーは奉仕の理念の下にすべての人々を世界的に結束することができると、私たちは信じています。会
員組織において、また活動や奉仕において、私たちは職業の多様性を大切にしています。将来の成功の鍵を
握るのは、地域社会の事業や専門職がくまなく代表されたクラブです。 

高潔性（Integrity） 
 私たちは、活動の結果や目標達成の過程において自らの責任を果たし、また、私たちのリーダーや仲間の会員
も同様の意識を貫くことを期待しています。私たちは、仕事や人間関係において、常に倫理と職業の高い水準
を固く守っています。私たちは、公平さと尊敬の念を持ちながら人々と付き合い、託されたリソースを良心に従
って管理します。 

リーダーシップ（Leadership） 
 ロータリーは、様々な分野で指導力を発揮できる世界的なリーダーの集まりです。このようなリーダーシップの
力を育むことは重要であり、ロータリー会員は優れたリーダーシップの力を備えていると私たちは信じていま
す。私たちロータリアンは、リーダーとして、これら中核的価値観を率先して実践します。 

ロータリーの目的 
四つのテスト 
真実かどうか・みんなに公平か・行為と友情を深めるか・みんなのためになるかどうか 
ロータリーの DEI に関する方針 
多様性、公平さ、開放性（包摂性） 

※RI は 6 月の理事会で新たな DEI へのコミットメントを採択しました。（ロータリーの友 10 月号） 
１．ポリオ撲滅状況 
 野生株の発生報告が少ない  ポリオ根絶後のロータリーの大規模奉仕事業 
２．大規模プログラム補助金 
 本年 2月にＰａｒｔｎｅｒｓ ｆｏｒ a Ｍａｌａｒｉａ‐ｆｒｅｅ Zambiaプログラムに初の補助金 200万ドルが授与されたことが発
表された。 
  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マラリアに取り組んでいるワールドビジョン U．S．とビル＆メリンダゲイツ財団が、それぞれこのプログラムに 200

万ドルずつを共同出資。総額 600 万ドルが投入されるこのプログラムは、地域社会のヘルスワーカー2500 人を

研修・支援し、同国からマラリアを根絶する政府の取り組みを支援する。 

２０２１年度地区数値目標 
会員数 2600 名以上 （7 月 1 日 2323 名 同月末日 2342 名） 出席率９０％以上・財団基金寄付・米山寄付 

貴クラブのクラブビジョン 

 社会奉仕プロジェクト 

  地域において  草加あおはる食堂（子ども食堂支援）      黄色いハンカチ運動 

             バレーボール大会 ・ 卓球大会支援 

  国際奉仕     ﾌｨﾘﾋﾟﾝマリキーナ･ｲｰｽﾄ RC 

  時代に合った奉仕事業 

コロナ禍とコロナ後の世界を見据えて     人と接触しなくとも仕事ができる 

人とのリアル交流が重要になる         ロータリークラブの存在意義 

人の集まらないクラブ（東京のクラブが纏めました） 

 毎年何となく会員増強をしている。      会員増強の目標は、純増１から２名。 

 新しい会員にロータリーを教えない。    若い会員が例会や懇親会で肩身が狭い。 

 ホームページやリーフレットがない。     毎年同じような活動、クラブの方向性がない。 

楽しいクラブ運営 

 しっかりとした例会運営            充実した卓話 

委員会の開催                 委員会別飲み会 

クラブ内・地域の同好会           奉仕活動の誘い 

炉辺会合                    若手会            Etc. 

是非魅力あるクラブ運営・魅力あるクラブのためには、楽しいクラブ運営をしていただければと思います。 

ありがとうございました。 

ZOOM参加 

細道識行会員 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ マリキーナ･ｲｰｽﾄ RC の方々 



 

 

 

 

10 月 5 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 21,000 円 累計 111,000 円 

10 月 5 日  出 席 報 告 

会員総数 35 出席 20 

出席免除  5 ＭＵ  2 

出席適用 30 出席率 73.33 

米山奨学生 徐 緒隆君に奨学金 

               皆さんこんばんは、松本ガバナー
が、私の米山記念奨学生面接官でし
た。一番覚えています。なぜなら、険し
いかおと言ういい方は良くないと思う
のですが、その中で一番微笑んでくれ
た方が松本ガバナーでした。今思い出 

しても昨日のようで非常に緊張しました。 
近況報告します。2 つあります。木曜日にワクチン 2 回 

目の接種が終わりました。これが気になって私と同年代
の若者の接種率を調べました。1 回目が７０％、2 回目が
50％以上いました。 
 もう一つは、昨日さいたま新都心 RCで卓話を ZOOMで 
参加しました。ZOOM でしたがたくさんコミュニケーション 
は取れました。以上報告です。ありがとうございました。 

第１回  森  勇一会員 
二階堂祐司会長 松本ガバナー、瀬田ガバナー補佐山口地区副幹事、関ガバナー補佐幹事、本日はありがとうご

ざいます。 
佐々木一男幹事 松本ガバナー、瀬田ガバナー補佐、関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 松本輝夫ガバナーようこそ、公式訪問例会宜しくお願い致します。 
大塚 嘉一会員 娘(大 2)が大学の剣道部に入部しました。責任を問わないという念書を差し入れました。しか

し何かあったら徹底的に責任を追及します。 
加藤 芳隆会員 本日は、松本輝夫ガバナーようこそ、公式訪問ありがとうございます。 
川井 大輔会員 松本輝夫ガバナー、瀬田ガバナー補佐ようこそ、ご指導宜しくお願い致します©。 
        皆様お久しぶりです。 
木村 博行会員 松本輝夫ガバナー、瀬田秀樹ガバナー補佐ようこそおいで下さいました。 

本日は宜しくお願い致します。やっとロータリーらいい活動が始められそで嬉しいです。 
コロナに負けず頑張りましょう。 

篠宮 時雄会員 松本ガバナー、ようこそよろしくお願いいたします。 
鈴木  努会員 松本哲夫ガバナー公式訪問ありがとうございます。 

緊急事態宣言、蔓延防止等重点措置が全面解除でこれから元気に活動してまいります。 
富永  悟会員 第 2770地区松本輝夫ガバナーようこそいらっしゃいませ。 
        本日はご指導のほど、よろしくお願いします。 
長谷部健一会員 松本輝夫ガバナー、ようこそお越しくださいました。 
        クラブ協議会でのご指導宜しくお願いします。 
森  勇一会員 本日は松本輝夫ガバナーとセクレタリーの皆さん、ようこそ草加松原へいらっしゃいました。 
        たくさん勉強させていただきます。宜しくお願いします。 
山崎 秀美会員 松本ガバナー公式訪問宜しくお願いします。 
渡辺美和子会員 松本輝夫ガバナーようこそ、宜しくお願い致します。 

今後のプログラム 

10/19 卓話「今様草加宿によるまちづくり」 

                      今様本陣 
10/26 「米山奨学生」の卓話    レセプション 

11/2  誕生祝・結婚祝        

西れんげそう AED 贈呈 

申請しておりました地区補助金が認可され、１０月１１日に AED 機器一式が「西れんげそう」に贈呈されまし

た。この機器を使うことがないことが一番ですが緊急事態が起きた時に役立てていただきたいと思います。 


