
 

 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆ 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４５０回 例会 １０月１９日 今様本陣 

 皆さんこんばんは、先週はガバナー公式訪問例会
お疲れさまでした。今日は非常に涼しくてネクタイして
スーツを着てちょうどよいと思ったのですが、少し蒸し
暑いです。昨日は半袖でいても暑いくらいと体がつい
ていけない感じです。年のせいなのでしょうが、だん
だん寒暖差についていけなくなってきた自分を感じて
いる次第です。 
 ガバナー公式訪問が終わってしまえば仕事半分終
わったようなものだよと今日お休みの佐々木幹事に
言われたのですが、今年は10周年と言うメインイベン
トが残っていますので、公式訪問が終わったので、こ
れから 10 周年に力を入れて、頑張っていきたいと思
います。 
 ガバナー公式訪問の感想を言わせていただきます
と、懇談会・例会・クラブ協議会と終始ガバナーのお
人柄もあり、非常に和やかに終わったと思います。ま
た、例会の途中でフィリピンのマリキーナ･ｲｰｽﾄRCの 
方がオンラインで参加して下さり、ガバナーも驚か
れ、喜んで下さていたと思います。飯山会員ありがと
うございます。 
 今日は山口会員がお休みなのですが、昨日佐々木
幹事と山口社会奉仕委員長と私の 3人で地区補助金
を利用して購入いたしました。「AED 機器と収めるケ
ース」を贈呈してきました。ケースは森会員の会社
「森紙器」さんから格安に分けてもらいました。とても
紙でできているとは思えない非常にしっかりした作り
のものでした。写真を見ていただければわかると思い 

＊＊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 

「今様草加宿によるまちづくり」 
 今様草加宿 理事長 長谷部健一会員 

 
 

    

１０月１２日の例会記録 

 
ますが、デザインもおしゃれで非常に立派なものを分け

ていただきました。今日山口委員長から詳細を述べて

いただこうと思っていましたが、来週にしまして、感想を

述べさせていただきました。 

 社会奉仕はやはりロータリーの原点だと感じました。

青少年奉仕をしているときには、青少年が弁天かとも

思うのですが、相手がいて、相手に感謝される。補助

金を使って買っただけですが、毎回毎回思うのです

が、感謝されるとこれがロータリーだと、いろいろな奉

仕はありますが相手がいて、相手にその場で感謝され

るのは気持ちが良いですね！ロータリーに入って良か

ったと思います。社会奉仕は身近にできる奉仕です。こ

れからも色々な奉仕を考えてやっていかれたらと思い

ます。本日は例会終了後 10 周年実行委員会もありま

すので皆さん宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 幹事報告      二階堂祐司会長 
 地区大会のご案内、ガバナー補佐からも毎回話して
くださいと言われました。 
11月 14日（日）さいたま市民文化センター大ホール 
11時登録開始（昼食の用意はありません） 
コロナの情勢如何ではありますが、以前のようにみん
なと電車で行き、帰りに 1 杯やりたいねと佐々木幹事
と話しも出ておりますので、状況で検討したいと思い
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 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

結婚記念日 10月 2日   富永 悟会員 

 皆さんこんばんは、結婚祝い、１０月２日にお花をいただいたと思

うのですが、自分はみていなくて、奥さんが自分の部屋に持って行

ったと思うのですが、ありがとうございました。 

 僕は大学を卒業して２２歳の時に奥さんと結婚いたしました。大学

１年の時に出会いまして、早くに所帯を持とうと計画を立てていまし

た。卒業したらすぐに結婚しましょうと話をしていました。今、宮様の

話もありますが、私達は順調に話が進み卒業して結婚できました。 

 １年で長女を授かりました。今その長女が３３歳です。まだ家にい

ますが、奥さんと仲良くいろいろなところに行ってくれているので有

難いのですが、先のことを考えると少し心配もあります。 

 長男２８歳・次男２４歳は家で働いてくれています。子どもが外貨

を稼いでこないので心配な所もあるのですが、周りの人からは本当

に幸せ者だと言われます。自分も子ども達が跡を継ぐ意思を表明

してくれていることは有難いなと思っている今日この頃です。 

 結婚記念日は１０月２日なのですが、今年は事もあろうか１０月３

日に思い出しまして、過ぎてしまった！奥さんにたまにはどこか良

い所に食事に行こうかと誘いましたら、丁重にお断りされました。 

「行きたいところは、娘と行きますから好きなところで遊んでくださ

い」と言う事でしたので、先ほど松田先輩から話がありましたが、ま

だまだいじめられる若者の部類になりますので、先輩方を見習って

頑張っていきたいと思います。これからも宜しくお願い致します。 

結婚記念日 10月 15日    松田龍美会員 

 ５４歳の時に子どもを授かりまして今年卒業して

来春就職、今までいっぱいお金はかかったのです

が、来年から出費は減るのかな？と思っています。

「りそな銀行」に就職が内定しました。生活が楽にな

ると思っております。先ほども言いましたが、子ども

がいなかったらどんな生活をしていたのかと思って

おります。楽しみにしています。期待もしています。

結婚の話とは関係ない話になりました。ありがとう

ございました。 

結婚記念日 10月１３ 牛山信康会員  

こんばんは、結婚祝いありがとうござ

います。今日綺麗なお花が届きました。

昨年いただいた花もうちの家内が水を

やって世話をしてくれているのでまだ生

きています。食堂に置いています。 

結婚して３６年です。結婚は遅かった

です。計算するといろいろ紆余曲折はあ

ったものですから、子どもとの年齢はあ

わないのですが、思うと長くやっていく秘

訣は、諦めると言う事が一番だったのか

な！若い時には相手のことが気になっ

て、あそこがここがと思っていました。た

ぶん向こうもそうだったと思います。よく

言い争いをしました。今は全くなくなりま

した。空気のような水のようなものです。

なぜそうなったか！相手に何も求めなく

なったのかな！よく先輩が空気のようだ

といろいろ言っていましたけど、本当に

そうだ！今穏やかです。老境とはこんな

ことかな！と思いました。仲良くやってい

ます。これからも宜しくお願い致します。 
 

誕生日 9月 13日     
みなさんこんばんは、先月１３日に７６回目の誕生日を迎

えることができました。前にもお話したと思うのですが、も

う誕生日は来なくて良いと思う。だんだん８０歳に近くなる

と、終活を考えなくてはならないし、ちょっと寂しいなぁ～

と思うし、良いことはなぁ～と思っております。四捨五入す

ると８０歳になってしまいます。残りの人生はどれくらいか

わかりませんが、体が動くうちはゴルフをやって、若い人

と一緒に日々を過ごせたら良いなと思います。誕生日は

オリンピックと一緒で４年に１回くらいでいいと思います。

お祝いのワイン、今日いただきたいと思います。先輩方

に負けないよう頑張っていきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚記念日 10月２１日   森 勇一会員 

 皆さんこんばんは、１０月２１日３１回目の

結婚記念日を迎える予定です。牛山さんから

女房は空気みたいだとおっしゃっていました

が、家で空気みたいだと言ったら怒られるの

ではないかと思います。また、松田会員が自

分の結婚生活は子育てと絡み合ってここま

でがあるのだと話されました。私は 1990年に

結婚しました。そのあと JC に入りました。そ

こで夜の遊びを徹底的に教えられました。

「京都会議」日本中の JC マンが集まる。そこ

で半年前から京都に通い企画しました。そん

なことをしていたら離婚の話もありましたが、

娘が生まれて、精神を改めて色々とやりまし

た。一昨年出会いがあり娘は結婚となりまし

たが、予定していた結婚式がコロナで中止、

旦那さんが新潟の田舎の方でやらなければ

と言う事で現地に乗り込んで向こうの人だけ

でしましたが、それだけでは娘が不憫と言う

事で来年 10 月にハワイで結婚式をすること

になりました。4 年間かけて結婚式、コロナが

なければこんなことはなかったですね！良く

続いているなと思うのと、今倫理法人会でい

ろいろやっています。過去には色々なことが

あったという話をさせていただきました。あり

がとうございました。 

結婚記念日 10月 3日   鈴木 努会員 
 皆さんこんばんは、お花をいただきました。ありがとうございまし

た。今はっとしましたが自分の家庭のことを話すのは初めてで

す。サラリーマンをしていましたからおそらくサラリーマンが自分

の家庭の話をする奥さんのこと、子どものことを話すことは絶対

にないです。結婚は 40周年になります。26歳で結婚しました。高

校、男子校で水泳部に所属していていました。高校を卒業してス

イミングスクールのコーチのアルバイトをし、そこで知り合った女

性が今の奥さんです。皆さんもそうだと思いますが、高校、大学と

女の子と遊んだと思います。私も例外なく女の子と遊びました。 

たまたま今の奥さんは僕のこと好きだった言い、それに感動しま

して、大学を卒業して社会人になり、3 年、彼女は 2 歳下で 25 歳

までに結婚したいといい、私の親は、結婚は早い！生活はできな

いだろう！そこで母親と嫁さんとの摩擦が始まりました。その後結

婚が決まりました。うちは大宮の百姓ですから、式は伝統のある

大宮の氷川神社でと、奥さんは岩槻で、なぜか目黒雅叙園でとこ

こでまた第 2 の摩擦が、ガンガンやりやった結果、親父が雅叙園

を見に行き,あそこは凄いと雅叙園になりました。終わってみれば

費用負担のことでまた第 3 の摩擦が、それからずっと来まして現

在も母親は健在ですが、今も仲が良いのか、悪いのかわかりま

せん。平凡な生活をしてきましたが日本のサラリーマンをしてい

たので、まず家にいなかった！朝 6時スタートの帰りは 12時、子

どもの顔は見ますが、遊んだ記憶はありません。2 度ほど学校に

呼び出されていきました。お蔭様で今は同じような道を歩み、外

資系のファンドにいます。平凡でした。 

この会にお誘いいただき、非常に嬉しいです。先輩や後輩の話を

伺い、人間的でよいな～とつくづく思っています。これからも宜しく

お願い致します。 

会員増強維持について          会田小弥太増強維持部門委員長 

 皆さんこんばんは、先週は公式訪問でしたが、松本ガバナーに「まっチャンネル」見させていただきました。このガ

バナー親しみやすくて気さくなガバナー、その通りでした。 

 今年度の会員増強の数値目標は 2600名と出ておりました。松本ガバナーの年度は 7月に始まりましたが、今期

のスタートは、2343名です。かなり目標を高く設定しています。8月を見たら20名程度増えていました。数値目標に

届きには大変な努力は必要かと思います。その中で会員増強は、結果が出ます。委員長が何もしなければ会員

は増えない、結果が見えてしまいます。調べてみましたが、草加 RC と草加 ERC が合併した時の人数、チャーター

メンバーが 30 名です。その年度に 3 名増えて 33名に、その後 33 名が続き、そのあと 38 名に！長谷部さんが会

長の 5 周年の時だと思います。翌年 4 名増えて 42 名に！ここがマックスです。42 名が続き、コロナ感染症が起き

て退会者が増え、42名が 38名になり、現在は 35名という人数になっています。コロナ感染症が拡大し、影響を受

けたと思います。やはり例会が開けない！仕事ができない！奉仕もできない！何もできない状態では退会者も出

てきしまうのかとの気がします。ここのところ、感染者も減ってきましたので、今後例会も再開しましたので少しずつ

状況が良くなってくれば会員も増えてくるのではないかと思います。 

 今年は二階堂会長に 5 名は増やしたいと言われています。私一人で頑張っても 5 名増やすことは難しいは！会

員全員が会員拡大の委員と言う事で皆さんに力を貸していただかないと増えないと言う事です。 

では今までどんなことをしてきたか！会員の皆さんの付き合いの範囲内で確実な方を絞って入会していただく、

これがベストだと思います。以前も皆さんに、子の方は入りそうだ、進めてみようという方をリストアップしていただ

いたとおもぃます。それをベースにして入会者リストを作って会長を含めてお伺いして、入会を勧める。それが一番

固いと思います。私もこれまで声をかけてきましたが、なかなか、仕事の関係があるか、また上か下かで違うと思

います。皆さんがお付き合いされている中で、ご紹介をしていただければと思います。それをリストに纏めて、一人

一人対応していきたいと思います。会員増強は、会員の皆さん一人一人の協力がないとできないのでご協力をお

願い致します。事務局にお願いして皆さんに FAXなどで送っていただきそれをそう今日に取りまとめて名前の挙が

った方のところに訪問したいと考えています。会員増強の方針と言う事で話をさせていただきました。宜しくお願い

致します。 



 

 

10 月 12 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 14,000 円 累計 125,000 円 

10 月 12 日  出 席 報 告 

会員総数 35 出席 14 

出席免除  5 ＭＵ  2 

出席適用 30 出席率 53.33 

二階堂祐司会長 誕生・結婚祝いの会員の皆様おめでとうございます。 

先週はガバナー公式訪問例会お疲れさまでした。先週、我が家にかわいい娘が 1匹増えました。 

会田小弥太会員 暑い日がこの所続いておりますが、やはり異常気象でしょうか？ 

        皆様会員増強にご協力を！！ 

飯山 英彦会員 会員増強卓話ありがとうございました。 

牛山 信康会員 我が家の番犬タローが病気で死んでしまいました。8歳半の寿命でした。 

        いなくなると寂しいものです。 

川井 大輔会員 結婚祝いの皆様、おめでとうございます。ご夫婦仲良くお過ごしください。 

加藤 芳隆会員 結婚祝いの皆様おめでとうございます。会田さん会員増強の卓話、宜しくお願い致します。 

木村 博行会員 誕生祝・結婚祝いの皆さん、おめでとうございます。会田さん卓話宜しくお願いします。 

        だいぶコロナも収まってきましたね。10周年の打ち合わせ、宜しくお願いします。 

鈴木  努会員 10月の記念日の皆さん、おめでとうございます。今月はゴルフもめちゃ！増えました。 

        若さ維持のために頑張りましょう。 

田中 和郎会員 会田会員増強持部門委員長、卓話宜しくお願いします。 

        5名以上の増強、期待しています。 

富永  悟会員 結婚記念日のお祝い、ありがとうございました。結婚記念付きの皆様おめでとうございます。 

長谷部健一会員 先週のガバナー公式訪問例会はお疲れさまでした。結婚・誕生祝の皆様お目でとうございます。 

松田 龍美会員 お世話になります。久しぶりの例会出席になります。 

森  勇一会員 本日は 31年目の結婚祝いをいただきましてありがとうございます。 

山崎 秀美会員 結婚祝の方、お目出とうございます。会田会員もまじめに卓話お願いいたします。 

 

10 周年記念公演「川の童」について           長谷部健一会員 

 皆さんこんばんは、私は「河の童」実行委員会の報告です。先日今様本陣で例会をした時に、「草の童」の

方がお見えになって話をされました。10周年記念協賛事業と言う事で上演が決定しました。協賛金の 60万

円も振り込んでいただきました。「草の童」の会長さんから入金が確認できました。ありがとうございましたと

連絡がありました。あとは 11月 27日の上演をだけになりました。 

 入場チケット、草加松原 RCの分 10枚は来ております。10枚を有効に使うことも実行委員会で協議したい

と思いますので宜しくお願い致します。 

今後のプログラム  
10/26 「米山奨学生」の卓話   レセプション 

11/2  誕生祝・結婚祝      今様本陣 

11/9  地区大会に振替え   浦和市民 

（11/13・14開催）     文化センター 

 

 

国際奉仕委員会                    飯山英彦国際奉仕委員長 

 皆さんこんばんは、先週はマリキーナ･ｲｰｽﾄ RCがオンラインで例会に参加して下さいました。その後先方

の例会にお誘いがありましたので、富永さんと参加しました。私は時間を間違えました。時差が 1時間ある。

先方の 7時はこちらの 8時です。マリキーナ･ｲｰｽﾄRCではいまプロジェクトを立ち上げているようで、草加松

原 RCで検討できるようであればご支援をお願いしたいと言う事でした。まだプロジェクト内容の資料はでき

ていませんので出来ましたらお知らせいたします。宜しくお願い致します。 


