
 

 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆ お客様 2016—17米山奨学生 謝 振宇君 

◆ 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 元ロータリー財団奨学生 

ヴァイオリニスト 平澤 仁様 

１１月１６日の例会記録 

 

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、今日の東京の新規感染者が 16
名ということで、まあ低値安定ということで、非常によ
ろしいことです。嬉しいことなのです今日は忘年会が
クリスマス例会以外に 3 件入りました。非常に楽しみ
にしています。夜の街が活気ついて来たと思います。 
 地区大会、昨日の第9・10グループのチャリティゴル
フにご参加の皆様お疲れさまでした。昨日のゴルフは
天候にも恵まれまして、スコアの良かったこと方は、
楽しかったのではないかと思います。パーティーがな
かったので、誰が良かったのか、分からないのですけ
ども、事務局の方に。景品が届くのを期待しておりま
す。八潮ロータリーの方々が早くから色々やっていた
だきました。それを見ていて、10 周年チャリティゴルフ
の時は、私たちが、皆さんをお迎えして盛り上げなく
てはと改めて感じました。 
 地区大会、オンライン参加の森会員・飯山会員を含
めて 10 名です。内容に関しましては例年と特段変わ
ったことはないですけど、アトラクションの淑徳与野の
箏曲部、お琴ですね。それから音楽部の合唱が良か
ったですね。特に音楽ですね。合唱をマスクしたまま
で、素晴らしい声を出していたので、非常に感心しま
した。 

RI 会長代理の話も有難いお話で良かったのです
が、記念講演の眞邉明人さん、歴史作家の講演、私
は歴史が大好きなもので非常に楽しく聴かせていた 
 

だきました。5代将軍綱吉の話は本当に素晴らしかった
です。私も勉強不足だったのですが概念が変わりまし
た。世界で綱吉は素晴らしい将軍として通っていると言
う事です。綱吉の勉強をしてみたいと本気で思いました 
土曜日の晩餐会、第 9グループの参加者は 3名、八

潮RCの櫻井さん、八潮みらいRCの本間さんと中野陽
3人だったので楽しい飲み会になりました。 
また、パネルディスカッションで財団奨学生、平和ペ

ローの女性お二人、お若いのに紛争地域に行って活
躍して世界のために何かいいことをしたいということを
おっしゃっていましたけれども、本当に意識の高い方達
だと改めて感心いたしました。 
今日は謝 振宇君が突然中国に帰り教員をするとい

うことで、本当はおめでたいことなのですが、今までい
ろいろ行事に参加してくれていたので少し寂しい気がし
ますが、これからは徐君が頑張ってくれると思います。
あとで謝君に一言いただきたいと思います。 
今日は例会後理事会もありますので皆さん宜しくお

願い致します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４５５回 例会 １１月３０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 

 

 幹事報告 佐々木一男幹事 
 皆さんこんばんは、米山奨学生秋のバスツアーですが
今回は奨学生のみの参加と言う事でカウンセラーの参
加はありません。徐君気を付けて行ってください。 
 11月 27日、10周年記念事業「河の童」公演です。中央
公民館に 10 時集合です。黄色いジャンパーを着用でご
参加を宜しくお願いいたします。 



                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

１１月１６日ニコニコ BOX 

金額 18,000円 累計 184,000円 

１１月１６日  出 席 報 告 

会員総数 35 出席 19 

出席免除  ８ ＭＵ  2 

出席適用 27 出席率 66.67 

                        大塚嘉一奉仕プロジェクト部門委員長 
皆さんこんばんは、各部門委員長からお話をしていただきたいと思います。社会奉仕は山口委員長、職業奉仕

は鈴木委員長、国際奉仕は飯山委員長からご報告いただき、最後に私の方で日頃気になっていることなどお話し
たいと思います。宜しくお願い致します。 

  

 

 

 

 

社会奉仕委員会  山口昭人委員長 
 皆さんこんばんは、本年度の社会奉仕委員会の活動ですが、先日 10月 11日に社会福祉法人光陽会「西れん
げ草」地区補助金を利用しまして「AEＤ機器一式」を寄贈しました。私も初めて施設に伺ったのですが皆さんとても
明るくて、また「AED」が贈呈されて事でとても喜んでいました。 
 また、今月 27 日(土)創立 10 周年記念協賛事業といたしまして人形劇「河の童」を中央公民館で公演いたしま
す。こちらは皆さんなるべく多くの皆さんにご参加いただきたいと思います。ロータリーの黄色いジャンパーを着用
いただきまして 10時にお集まりいただきたいと思います。宜しくお願い致します。 
その他の事業といたしましては、コロナ禍と言う事で下火にはなってきましたが「第 6 波」と言う話も出ております。
コロナ禍での社会奉仕事業を考えていきたいと思います。宜しくお願い致します。 

国際奉仕委員会 飯山英彦委員長 
 国際奉仕としてはフィリピンのマリキーナ・イースト RC からのプログラム、子供たちへの支援と言う事で「小児が
んの子ども」医学的な支援、機器が日本円で約 33万円、当クラブの理事会で理事の皆様にお願いをしまして 
1人 1万円を寄付いただき、14万円集まりました。脳腫瘍の子の終末期医療用の機器 
です。自宅でケアするための機器をお願いしたいという保護者がクラブに宛てた 
タガロク語の手紙です。とりあえず今回は緊急の支援のため、このお金は当クラブの 
国際奉仕事業ではなく、単発的な寄付として送りたいと思います。後ほどお礼状など 
使途を示したものが届きましたら報告させていただきます。また今後プロジェクトとして 
整えば、国際奉仕事業として検討していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これが衛星クラブです。増えていくクラブは少ないようです。途中で親クラブや他のクラブに入ると言う事が多いよ

うです。これを読む限り、若い方が多いようなので、スポンサークラブの会員増強のためのツールのようなところも

職業奉仕委員会   鈴木 努委員長 
皆さんこんばんは、今年度私の方で職業奉仕委員会のビジョンを公式訪問でもご説明させていただいたので

すが、具体的に我々経営者はどんなことをするべきなのだろう、社会奉仕となんだろう！非常に曖昧なとこだった
のですが、まず自分の企業ってどういうものなのだろうというのと、皆さんが作っていて、どうやって従業員に知ら
しめて、経営に活かしているのかが気になりましたので、今年はそれを追求してみようと言うことで、1 つテーマを
あげました。具体的には皆さんの企業訪問させていただいて、会社の中で 1 番目には理念、会社としての理念、
基礎となる考え方。自分の会社こうあるべきだというようなことをお聞きして話させていただきたいと、その結果、
こんな事をやっていますと言うのを聞いて、ぜひ皆さんに還元したいと思います。来週は二階堂会長の企業訪問
をしましてまた報告させていただきたいと思います。 
ちなみに、私が今勤務していますのは、エス・シー・エス株式会社、野崎さんが会社を作って現在会長もなさっ

ていますが、メインの仕事はごみの収集を行っています。その他にビルの清掃を行っています。 
サラリーマンとしてまた卒業して初めてこの経営を一緒にやろうということで誘っていただきまして、この会社に来
ました。ビジョンとしてはどうなのか、基本的にはありませんでした。理念―イデアと言う言葉がありますがそれに
近いものとして、「きれいな車・きれいな仕事」これしか書いていなかったのです。それって一体何かな？ごみの収
集をする、運搬する車両を 100 数台持っています。この車がきれいでなくてはいけない！確かに「３K」と言われて
いる「汚い・きつい」と言われている業界に違いない！イメージも非常に良くないなかで、「きれいな車。きれいな仕
事」とは書いてありました。「きれいな車」にするのは大変です。朝車を磨いてごみを収集する。帰ってくると洗う！
汚れたところは、特に丁寧に洗うのです。おかげさまで草加市内では、きれいな車との評価をいただいています。
この目的は教育だと言う事が言いたかったのではないかと思います。普段から教育、この企業の理念として「きれ
いな車・きれいな仕事」としてきたのでしょう。 
 このようなことで二階堂会長の会社からお邪魔させていただいで、理念と会社のやり方など伺いさせていただき
たいと思います。宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 

今後のプログラム  
12/7   誕生祝 クラブ総会       今様本陣 
      卓話  免疫力 UP 

柴田恵子さん（エアロビクス講師） 
12/14  クリスマス例会  パレスホテル東京 
12/21  卓話 西れんげ草施設長   今様本陣 
          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  皆さんこんばんは、ガバナー公式訪問以来だと
思います。卒論の内容をつめていました。12 月中に
プレゼンの発表がありまして緊張していますが、今
それの準備をしています。今全力で頑張っていま
す。宜しくお願い致します。ありがとうございました。 

                        大塚嘉一奉仕プロジェクト部門委員長 
各部門委員長から、具体的に充実した内容をお話しいただきありがとうございました。 
引き続き宜しくお願い致します。 
私は部門委員長と言う事で特に背負ってはいないのですが、日ごろのことで職業奉仕 
に関することになるのでしょうか、この機会に皆さんにお話したいと思います。 
日経の記事です。投稿したところ掲載してもらえました。裏話ですが、朝日新聞に投稿 
したところ、没になり、日経に投稿しました。クレームの相談は昔から多いですが、 
最近少し違うのは、複数のところから同じような相談がありましたのでそれを文章にした 
ものです。昔のクレーマー分かりやすかったのです。 
典型的なのは、暴力団がきて脅しなどでした。最近はそういう形ではなく、複雑です。 
いいことをいうけど企業は困ってしまう！新しいクレーマーです。 
私はこのような人を「新クレーマー」と名付けて広めようとしているのですが、誰も取り 
上げてくれないで寂しいです。 
≪民暴の歴史≫ 

１）暴対法（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律） 
平成 4年 3月 1日施行、改正法平成 5年 8月 1日施行 

 私が弁護士になったのは、昭和 6３年、暴力団がそこらへんにいました。民事介入暴力対策委員会に入りまし
て、民事介入暴力等のは、暴力団が民事事件に入ってきて不当な要求をする。それに苦しむ人を救う委員会で
す。当時は民事不介入の原則と言われていまして、警察は民間同士の紛争に介入してはいけないと言われて
いたのです。弁護士になりたての頃、私は暴力団の名刺のコレクションがありました。活動しているとたくさん集
まりました。今は一切なくなりました。 
暴対法が平成 4年にできました。みかじめ料の要求など請求してはいけないと警察が言えるようになった。 

２）暴排条例 埼玉県暴力団排除条例 平成 23年 8月 1日施行 j 
   暴力団を規制するだけではなく、県、県民、事業者にも責務を課している。 
 各都道府県で暴排条例ができました。埼玉県は平成 23 年ですがこれは法律でなく条例です。暴力団だけなく、
民間の人も追わなくてはならないのです。弁護士も非情に思う条例です。これで暴力団ガクッと減りました。 

 「暴対法・暴対条例」これがあったので暴力団は表に出てこなくなりました。被害が無くなったのかと言うとそうで
はなく、地下にもぐってしまったのです。 

 例でいうと、「オレオレ詐欺」など、普通の会社のようであるが、背後に暴力団がいる。など、当初と違う苦労があ
ります。弁護士になりたての頃、困っているから一緒に暴力団のところに行ってと頼まれ組事務所に行ったこと
があります。灰皿投げつけられたり、脅かされたり、本当に怖い目にあいました。今は組事務所に行ってはいけ
ないと指導されています。私が行った後研修がありました。研修の前に事件に巻き込まれてしまい、得難い経
験をしました。皆さんも絶対言ってはダメですよ！ 

  あと組事務所の明け渡しの裁判もたくさんしました。そこでも怖い目にあいました。秋田犬に追いかけられたり
もしました。いろいろ怖い目にもあいましたけど、今はそんなことはないです。「暴対法・暴対条例」でいなくなり
ましたが、地下に潜って活動していると言う事です。 

民暴の対応は色々あるのですが、典型的なものの一つがクレーマーです。暴力団だと分かれば対応はあるので 
すが、最終的には絶対に勝ちます。暴力団が相手では裁判所も警察も味方になってくれます。 
わけのわからないクレーマーが増えています。例えば暴力団ではなさそうだけど、コンビニになどに行って商品の 
配置についての持論を永遠に言い続ける人や病院の順番待ちのシステムについての改正など永遠に言い続け
るなど、お金の要求ではない、警察を呼んでも解決策はなく、裁判所にも仮処分の申請をするのだけれど、裁判
所も迷ってしまう。これについては色々な対策を考えなくてはならないと思っています。これを「新クレーマー」と私
が名付けて有名になりたいと思っています。ありがとうございました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

           皆さんこんばんは、2016‐17年度米山奨学生として大変お世話になりました。奨学生を卒業した 
後に博士課程に進みまして、今年博士号を取得しました。今両親が生活をしている中国貴州省 
の貴州民族大学で教師として採用されまして今月 24 日に中国に戻り、1 か月ほど隔離生活を他
のちに教員として働くことになりました。今日はこのように報告させていただく機会をいただきまし
てありがとうございます。 

奨学生としてこのクラブに来て、皆さんと出会い、約 6年間多大な支援をいただきまして心から感謝しております。 
自分では経験できないような経験を沢山させていただいたことが何より有難いです。中にはお酒におぼれてしまっ 
たことなどお恥ずかしいこともあったのですが、ロータリークラブの活動も沢山の方に教えていただきました。他人 
に対する思いやりの心、助け合う心、誰かのためにする心、これから自分自身が生きていく上で実践していきたい 
と考えています。皆さんを見習って少しでも感謝されるような社会に役立つようになりたいと思っています。いつか 
自分の研究室に日本から来てくれるように自分の研究もがんばっていきたいと思っています。日中友好のお役に 
すこしでも出来ればと感じています。最後になりますが、ロータリアンの皆様や会社の皆様、ご家族の皆様、会場 
を準備して下さっている事務局の皆様、大変お世話になりました。ありがとうございました。 

二階堂祐司会長 地区大会、チャリティゴルフお疲れさまでした。本日大塚嘉一会員の卓話楽しみです。謝君中
国に行っても草加松原 RＣのことを忘れないで下さい。 

佐々木一男幹事 大塚嘉一会員卓話宜しくお願いします。 
飯山 英彦会員 大塚嘉一部門委員長卓話ありがとうございました。謝君おめでとうございます。 

体には気を付けて！ご活躍を祈念いたします。 
牛山 信康会員 久しぶりに蜂に刺されました。今朝藪をかき分け掃除していたら巣をつっついたみたいで脳天

に一撃、激痛が走りました。地バチ仕業でした。まだちょっと痛いです。 
大塚 嘉一会員 私の今月の卓話のテーマは「クレーマー」です。私の卓話に対してはクレームをしないように！ 
加藤 芳隆会員 謝 振宇さん、就職おめでとうございます。中国での今後のご活躍をお祈りしています。 
        頑張って下さい。 
木村 博行会員 大塚委員長本日はよろしくお願いします。謝君りっぱな先生になって下さい。いつか卓球しま

しょうね！ 先日は父の葬儀に際し、多くの皆様よりご芳志を賜り誠にありがとうございまし
た。私も 88を超えるよう頑張ります。 

鈴木  努会員 先日は葬儀に際し、お気遣いいただきありがとうございました。 
        さあいよいよ年末ジャンボも 24日から発売されます。大きな夢をいだいてトライしましょう。 
関   洋会員 日曜日は久しぶりにハイキングに出かけました。インフルエンザの接種で忙しい毎日です。 
        今日は大塚さんの卓話楽しみにしています。 
田中 和郎会員 謝君の活躍を期待しています。 
富永  悟会員 大塚委員長卓話ありがとうございました。謝君、お国に帰っても元気で頑張って下さい。 
        いつまでも連絡は取り合って行きましょう。 
長谷部健一会員 大塚奉仕部門委員長の卓話を楽しみに来ました。 

謝君へ、中国に帰っても皆を忘れず、元気に活躍して下さい。 
山﨑 秀美会員 謝君博士号お目出とうございます。母国でご活躍して下さい。徐君ようこそ！ 
        大塚会員卓話お願いします。 
渡辺美和子会員 謝君、中国で先生になられることすばらしい。徐君も大きくなっています。 

 

 
11月 24日（水） 成田１６：２０発の中国南方航空機にてフィア
ンセの胡 険川さんと一緒に、中国広州白雲国際空港に旅立
ちました。日本時間の 9時 30分頃に到着の連絡があり、その
後 PCR検査を受け、日付の変わった 1時 30分頃にやっとバ
スでホテルに移動するとの連絡がありました。現在はホテル
隔離中でしょう！ 


