
 

 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆ 会長あいさつ      二階堂祐司会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                       

＊＊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 

卓話 米山記念奨学生 胡 桂梅さん 
米山記念奨学増進委員長 島村 健様 

 

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４５１回 例会 １０月２６日 草加市文化会館 

また地域に放す。なぜこのようなことをするのかと言う
と、猫は非常に繁殖力が強いので、そのままにしておく
と増えてしまう！殺処分する猫が増えてしまうのです。 
昭和 50 年頃は猫と犬を合わせて、年間 100 万匹が殺
処分されていたそうです。今でも年間 3万匹以上、だい
ぶ減りました。ボランティアの方たちの努力の賜物だと
思うのですが、猫は犬の5倍くらい多く、猫は捕獲しにく
い！先日徐君が飼いネコが逃げた時、自分の猫です
ら、たくさん引っかかれて大変だったと言っていたと思う
のですが、捕獲しにくいのです。「殺処分０」を目指す団
体が一生懸命やってくれていますが、コロナ禍に今、第
4 次ペットブームが来ました。家にいる時間が増え、ペ
ットに癒されたいとの気落ちはわかるのですが、いざ飼
ってみると想像していたことと違う、匂いが気になる。買
った時は小さかったが大きくなってしまったなどと、勝手
なことを言ってほんの数か月で手放してしまう。引き取
り依頼や捨ててしまう。心苦しい感じがします。私はも
ともとペットを飼っていたわけではなく、会社の段ボー
ルの中で出産して、猫は体調の良くない子はおいて行
ってしまう。たまたまそれを育てたことがきっかけで猫フ
リークになってしまったのですが、ぺットブーム再来でこ
のような問題があると言う事を考えていただけたらと思
います。ロータリーとは関係のない話になってしまいま
した。 
 今日は長谷部会員に「今様草加宿における活動」の
卓話楽しみにしています。宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さんこんばんは、コロナ感染者が 36 名と少なくな
りましたのでマスクをとって話させていただきます。 
今日、今日は非常に寒くて、出てくるのも億劫だと

も思ったのですが、私もなんとなく鼻風邪を引いてい
る感じがします。だんだん年をとると寒さ暑さに対応
ができなくなってくる。若いと思っても 62 歳なのでもう
老人だなと思いました。 
今日、八潮ロータリー会長から電話をいただきまし

た。来週は、米山記念奨学生 胡 桂梅さんの卓話に
カウンセラーと桜井会長の 3 名でお邪魔したい、でき
ればほかにもメーキャップと言う事で人を誘ってぞろ
ぞろと行きたいので宜しくお願いしますと言っていまし
た。来週はご出席の程、宜しくお願い致します。 
先週の例会のニコニコ BOXで牛山会員が「番犬の

タローが８年半で亡くなって寂しいと言っていました。
それを聞いただけでもウルウルしてしまいました。私
は昨年 1年半しか飼っていませんでしたが亡くなり、 
こんなに泣いたのは、人生初めてというくらい泣きま
した。年を取ると涙もろいと思いますが、それだけでな
く,辛くて！ 
 皆さん桜猫ってご存じですか！猫の耳を V字型にカ
ットして、耳が桜の花の形に似ているので、桜猫と言
うのです。なぜこのようなことをするのか！少し悲しく
なりますが、目印の一つで、「猫を殺処分０」を目指し
ている団体が日本にはたくさんあるのですが、その人
たちがボランティアで野良猫を捕獲しまして、去勢・避
妊の手術をする。手術をした証拠として耳をカットして 
 

１０月１９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 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

     
 

 

                                    NPO法人 今様草加宿理事長  長谷部健一会員 

みなさんこんばんは、ZOOM で鈴木さん参加していただきありがとうございます。鈴木さんは職業奉仕委員長で

各企業の理念を聞きたいと言っておられましたね！今日お手元の資料の一つ 

≪草加宿今様本陣基本理念≫ 

住んでよし来て見て楽しい草加のまちづくり 

まず住んでよし、住んでいる住民の方にとって良くなければならない！来て見て楽しい、他所から来た方が草加

は楽しいところだね！と感じていただく、そのようなまちづくりをしたいと言うのが「NPO法人今様本陣草加宿」の

まちづくりの基本です。 

 そして業務方針と書いてあるのが、この草加宿今様本陣が 10 月３日にオープンしたわけですが、この草加宿今

様本陣をどのように業務を行うか 

≪業務方針≫ 

 旧町草加地区と草加松原地区の中間点である草加宿北詰めと言う立地条件を活かし、地元の住民の憩いの場

とするとともに、草加を訪れる旅人が草加を楽しむための拠点とし、すべての人に愛され利用される施設となる

よう常に努力します。 

と言う事が業務方針です。なぜこのような活動が始まったかをこれからお話ししたいと思います。 

今様草加宿は今から１８年くらい前に始まっています。岡野初代会長が「今様草加宿実行委員会」と言う組織を当

時の木下市長とともに作りました。地元の自治会長商や店会長の皆さんに声をかけて、草加のまちを盛り上げよ

うと「今様」とは「今風」なのです。「今風な草加市」昔の草加市の賑わいを今風に取り戻そうと言う事なのです。そ

れが目的です。 

「内閣府地域再生計画」議定書があるのです。地域再生について第１号です。平成１６年６月２１日付けで「今様草

加宿地域再生プロジェクト」として当時の小泉純一郎内閣総理大臣から認定を受けました。それで町づくりがスタ

ートしました。今様草加宿の特徴は住民と行政との共同でやると言うのが特徴です。 

町つくりはプロはやればよいという人もいます。草加市であれば草加市がやればよい、任せればよいという考え方

もありますが、住民は住民の立場でこのような町になればよいなとの考えをお持ちの方もおられる！そのような意

見を取り入れてもらって一緒に町をつくる！長いスパンで町つくりを考える。都市計画マスタープランがスタートし

ました。地区・地区において町つくりをスタート、個々の場所はその位置付けにおいても、旧町と草加松原の大事

な位置づけになっています。 

 私の個人的な話をいたしますと、草加の菊水旅館の一人息子です。わがまま放題で良くない学生でしたが、無

事に大学を出て、旅館が嫌で・嫌で、税理士試験をうけることになり、大好きな音楽も諦めて、税理士になり今にな

っています。旅館は廃業して、３０歳から税理士の仕事をして４０年です。ある時に地元の先輩方が私のところにき

て、青年会議所にお誘いを受けましたが、忙しいのでお断りをしましたが３５歳で青年会議所に入りました。入った

ら牛山さんがいました。幼稚園から高校までの同級生でしたから久しぶりの再開でした。JCが言っているのは、

「明るく豊かな町」、ロータリーは「奉仕の理想」、入った時に社会奉仕委員会がありましたが、何をしたらよいの

か、暗中模索でした。理事長などと、どうしたら草加のまちは良くなるのか！それまでは自分の商売を成功させれ

ばよい！と考えていました。ある時に経営開発委員会で今はなくなりましたが、竹内君から経営に何を求めますか

と聞かれました。税理士事務所を大きくしてやりたいと答えました。正直に答えたのです。竹内君は経営に人との

出会いを求めているといったのです。その言葉に私は痺れました。それで経営開発委員会に入ってやっていくに

まちづくりに関わってきました。 

５市１町（草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町）で合併して政令指定都市としてやっていこうとしたの

ですが残念ながら実現しませんでした。実現したのは、大宮・浦和方面の JCがまず合併して、平成の大合併が起

きた時に、さいたま市となりました。どんどん動いていけばそのようなことになったかもしれません！合併が良いか

どうかは難しいことです。 

 青年会議所を卒業後、のんびりできると思ったら、田川さんと大久保さんからお誘いを受けお断りしていましたが

草加 ERCのチャーターメンバーとして入会しました。 

人生生きていて何のために生きていくのか！１０億ためてコロッと死んでいく、それでしあわせですか？ 

あの世にはお金は持っていかれない！人間の幸せと何だろう！と考えると私は兄弟もいないので、人と人との心

の触れ合い！事理利他の精神です。そういったものが大好きです。ロータリーに皆様ともそのような気持ちでおつ

きあいしています。それが喜びなのです。 

 

 



 

 

 

10 月 19 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 11,000 円 累計 136,000 円 

10 月 19 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 

 幹事報告      佐々木一男幹事 

 こんばんは、11 月 13・14 日、地区大会です。全員登録しています。多くの皆様にご参加いただき、松本ガバナ

ーを盛り上げていきたいと思います。ご参加を宜しくお願いいたします 

 

今後のプログラム  
11/2  誕生祝・結婚祝      今様本陣 

11/9  地区大会に振替     浦和市民 

（11/13・14開催）     文化センター 

11/16  卓話 奉仕部門     レセプション 

 

 

 
二階堂祐司会長 急に寒くなり、体調が今一です。皆様カゼに気を付けて下さい。 
        本日は今様草加宿における町づくり卓話、長谷部会員宜しくお願いします。 
佐々木一男幹事 長谷部会員卓話楽しみです。 
飯山 英彦会員 「今様草加宿」の卓話長谷部理事長ありが「とうございました。 
牛山 信康会員 文化会館に立ち寄って、アッと気が付いて例会場に来たので遅刻してしまいスミマセンでした 
加藤 芳隆会員 長谷部さんの草加宿、今様本陣の卓話宜しくお願い致します。 
        急に寒くなりました。風邪を引かないよう、今度はインフルエンザワクチンの注射をします。 
木村 博行会員 長谷部さん、今様草加宿の卓話、宜しくお願い致します。 
                急に寒くなったので、皆様おかぜなどなしませんように！！ がんばっていきましょう！！ 
田川 富一会員 次男晴郎がドイツミュンヘンより一時帰国、老犬「クッキー」を連れて来ました。 
        長谷部さん卓話楽しみです。 
田中 和郎会員 長谷部会員、卓話楽しみにしています。寒い日が続いています。体調に気を付けましょう。 
富永  悟会員 長谷部会員、本日は卓話たのしみです。よろしくお願いします。 
長谷部健一会員 本日、東京の感染者数は 36人と大分減少しました。 

まちづくりの活動もしやすくなってまいりました。 
山﨑 秀美会員 長谷部会員卓話よろしく、大変寒くて秋がなくなってしまったのか？変な季節感ですね！！ 

先日隈研吾さんが草加に来ました。待ち合わせをして１０人くらい、牛山さんも一緒でしたが草加のまちを案内しま

した。どのような建築を考えますかと尋ねたら、草加の文化会館の辺りが面白いと言っておられました。隈さんの

建築美学「私の建築は負ける建築です」と何を負けるのかと思ったら、人間例えば草加なら草加、その土地の風

土とか,人の暮らし方、人の営み、歴史！そういったものを大事にしないで俺の作ったものは良いとコンクリートの

塊のようなものを作ったら、その町を壊してしまう。歴史を壊してしまう。それはしたくない！まずは土地に住んでい

る人の意見をよく聞いて自分の希望は負ける、抑えてその時に合ったものをつくる。これが自分のコンセプトと言う

事で非常に素晴らしいと思います。世界を動かす１００人に選ばれています。大谷翔平・大坂なおみと隈研吾さん

です。日本人は３人だけです。素晴らしい人だと思うのです。その隈さんが言う負ける建築、と言うのは私の感覚

「自利・利他」とか、人が喜ぶ建物、偉ぶったところはない！凄くうれしかったです。 

町つくりをやろうと「今様草加宿」は、ずっと続いてきたのです。提言書を 3 年目くらいに市長に出して、「今様草

加宿」は解散という話も出たのです。けれど解散するのはもったいない、提言した内容はどれくらい実現していく

か、経緯を見守ることも必要ではないかとずっと続いて来たのです。色々なことをやったのです。それで３.4年前に

提言するだけではだめだ、自分たちで何かやらなければダメではない！と意見を言う人が増えてきた！そして話し

合いをして法人化しようと言う事になり、町つくりを目的とした NPO法人が良いのではと平成 30年 4月に「特定非

営利法人今様草加宿」が設置されて、私が理事長と言う事で現在に至っています。 

法人になると何が良いか、まず資産家持てる。契約もできる。このようなことを整えて、この場所は昔「本陣やお

うめ」そのあと「紅虎餃子房」そのあと「鈴月」と変わり、町つくりに活かしたいと言う事で池田国雄さんがオーナー

で 2 年ほど前から交渉を初めて、草加のまちのためだとお話をして、民間に出すよりも安くしてもらいました。協力

いただいて、株式会社も作って資金を集めました。出資していただいた方もこの中に見らっしゃいます。本当にあり

がとうございました。株式会社も傘下にしながら NPO 法人でやっと「草加宿今様本陣」を開所することができまし

た。1階の飲食店はコロナの影響でまだできていません。最近やっと激減し 11月 6日に「鍵屋」がグランドオープン

する予定です。昔の賑わいを取り戻す拠点としていよいよ整ってきたと感じています。幸いマスコミ東武よみうりな

どの地域新聞に取り上げてもらいました。ここが草加市民や来訪者に愛される施設にしていくことをがんばってい

ますので、ロータリークラブの皆さんにもご協力をお願いしまして、私の卓話といたします。ありがとうございました 


