
 

 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆ お客様 草加市長 浅井昌志様 
ガバナー補佐 瀬田秀樹様  補佐幹事 関  信行様  ＩＭ実行委員長 高橋 裕様 

草加青年会議所 理事長 渋谷拓己様   専務理事 堀切達也様大久 
◆ 会長あいさつ      木村博行直前会長 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                     

                                   

１月１１日の例会記録 

 

 皆さん、明けましておめでとうございます。本年も宜

しくお願い致します。本来なら今年度の二階堂会長が

ご挨拶をするところですが、今日は体調がすぐれない

と言う事で急遽代わって欲しいと言う事で３時間くらい

前に電話がありました。今の時期は控えた方が良い

と言う事で代わりにご挨拶をさせていいただきます。 

 今年はわが草加松原にとって記念すべき年度にな

るのです。１０周年にあたりまして６月２５日土曜日に

浅草ビューホテルで周年行事を行う予定なのです

が、今日の東京都の発表が９００人と言う事でこの先

収まっていただけたら良いと思っています。ここにいら

っしゃるご来賓の皆様をお呼びして華やかにやりたい

と言う事で考えてはおるのですが、コロナがどうなる

かとの心配はありますけれども。今年始まったばかり

ですから皆さんと一緒に記念すべき１年間をお祝いし

いたいと思っています。 

 私は、正月は毎年２・３日と箱根駅伝を見て、今回

は駒澤大学の第１区を走った唐澤くん私の家の近所

出八幡町出身の子が走りました。青中から花咲徳栄

高から駒澤大学に進み、あの悪ガキが人間は環境に

よって成長するのだと、あの小さかった彼があっそこ

まで成長して、エース今日の活躍、今は 2年生ですか 

 

ら、また来年走るのではないかと今から楽しみにしてい

ます。我が出身の専修大学は残念ながら推薦枠から

落ちてまた予選会からですけど、若い人たちが人生を

かけてというか青春をかけて走っている姿を見ると応

援したくなりますよね！我々も世界平和はロータリーの

理念ですから世界中に幸せの輪を広げるというのが命

題と思っていますので今年 1年間皆さんと一緒に楽しく

親睦も兼ねながら過ごしていきたいと思っていますの

でよろしくお願い致します。 

 本当はアルコールも入れえて皆さんと話をしながら迎

えたかったのですが、残念ながら衝立を設けさせてい

ただき、お弁当でおかえりいただく形になってしまい申

し訳ありません。ささやかですが音楽を楽しんで行って

いただければと思います。新年のごあいさつに代えさ

せていただきます。ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 皆さんこんばんは、お客様いらっしゃいませ。幹事報

告をさせていただきます。 

・ 公益社団法人草加青年会議所2022年度賀詞交歓

会のご案内が来ております。 

開催日は 1月 24日アコスホールで行われます。 

会長・幹事で出席したいと思います。 
 
 

第４６７回 例会 ３月８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 

 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘           会長挨拶 
君が代斉唱                幹事報告 
ロータリーソング      委員会報告 
ロータリーの目的        ＳＡＡ報告 
四つのテスト              出席報告 
お客様紹介         閉会点鐘 
草加松原 RC のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞについて 

飯山英彦 IT委員長 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理 ｺﾑ･ｻﾎﾟｰﾄ 斉藤 功様 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              皆さんこんばんは、改めまして明けましておめでとうございます。草加松原ロータリークラ

ブ新年例会にお招きいただきまして誠にありがとうございます。 

            草加松原ロータリークラブの皆さんには、日頃より奉仕活動に積極的に活動いただいており

ますことに改めて感謝申し上げます。 

 今、川井さんからロータリー３１年目と言う話がありました。自分を考えてみたら今２０年目で、もうすぐ２１年 

目に突入すると思います。こちらで挨拶しているほうが自分の所よりも明らかに多い！先ほど奉仕の理想と言 

うところで、久しぶりに歌わせていただきました。私自身は「四つのテスト」の言葉が非常に好きです。「みんなに

公平か、みんなのためになるだろうか」これは非常に重要な話で「平等と公平」同じような意味合いで使われます

が、全く違う！「平等」と言うのは、普通の社会の中では、民間会社の考え方、例えば社会保険や健康保険で 1

人にかかるお金が仮に 5万円が平均としたら、平等にするのならその 5万円で人口分にしていってそれをみんな

に割り込んだのが平等です。ところが税の再分配と言う考え方のもとであるある人は 10万円の負担、ある人は 1

万円それが公平のもとです。ですから平等と公平と言うのをしっかりと作っていくことが、結果的に社会が良くな

っていく！みんなが納得できるような社会になっていくと言う風に思います。 

 話は変わりますが、音楽がありました。コロナ禍の中で文化事業というのは、どうしても切り捨てられやすい事

業です。私自信としては、文化芸術は作ろうとと思ってもすぐに作ることはできない！そして人の心の中に残って

いてそれが人の心を豊かにしていくと感じています。色々非難はあるのですが続けています。草加に住んでいる

方の心豊かになっていくと言う事に繋がって来ると思いますので、ご理解をいただきたいと思います。文化協会

の会長にはご迷惑をかけますが宜しくお願い致します。 

 コロナの話が先ほど出ました。コロナの関係で先週の金曜日に知事と組長との新年の顔合わせのようなもの

があったのですが、オミクロンの話が出ていますよね！沖縄はすでに 98％がオミクロンと言う状況です。埼玉県

では 16～18％と言うところです。草加保健所管内で言うと、ここの所急激に 8人、次の日が 14人、次の日には数

えられなくなり、管内全部で 70数人、昨日は 16人、今日が 17人です。ここから爆発的に増えていく可能性があ

ります。オミクロン株に関して沖縄では倍になるスピードが 1.6 日、埼玉県に関してはもっと少ない時間で割り込

んでいるデータが出ています。これから爆発的に来る可能性もあるのでお一人お一人が気をつけること、無責任

なようですがそれ以外に方法がないのが実情です。仲間や家族が罹患すると言う事は望ましいことではなくでき

ることなら避けたいと思いますので、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。65 歳以上の方には今月中旬か

ら接種券を発送させていいただきます。医療関係者は済んでいますが、本格的にワクチン接種が 2月初めくらい

から地元の医療機関は、集団接種会場で受けられるようになりますので、決定的な解決方法はありませんが、

ワクチン接種でだいぶ抑えられていることも事実でありますのでワクチンに関しては接種していただければ有難

いと思います。纏まらない話ですが、久しぶりにロータリーソングを聞いて心が踊ったと言う事を申し上げて終わ

りにさせていただきます。今年も宜しくお願い致します。 

 

草加市長 浅井昌志様 

  
           

             皆さんこんばんは、新年あけましておめでとうございます。今日は草加松原ロータリークラ

ブさんの新年初例会にお招きがいただきましてありがとうございます。このようにコロナ禍で

はありますが、新年初例会を開催されますこと心よりお礼を申し上げます。また川井大先輩

に置かれましてはメジャードナーと言う大変すばらしい受賞をおめでとうございます。 

 昨年度は地区大会、チャリティゴルフ、公式訪問と皆様方にご支援いただきまして修了することができました。

下期なのですが先ほど浅井市長の話にもありましたように、オミクロン株の感染拡大の心配があります。そん

な中ではありますが、2月 26日に第 9グループのインターシティミーティングを開催する予定でございます。今

日一緒に来ております高橋実行委員長とお正月も返上して IM についても段取りをホテルとも取っている所で

ありますが、感染拡大で実際はどうなるかはわりません。地区の松本ガバナーが本心として掲げております

「COVID19に負けずにクラブに変化と成長を」と言う運営方針をしっかりと受け止めまして、今の段階ではＩＭに

向けて着々と準備を進めていくというところでございますので、ぜひ皆様方のご支援お力添えを宜しくお願い致

します。 

  今日は高橋実行委員長からご説明をさせていただきます。貴重なお時間を使わせていただきありがとうござ

いました。今年 10 周年を迎えられる草加松原ロータリークラブさんの益々クラブが発展し、皆様方がご繁栄す

ることをご祈念致しまして挨拶に代えさせていいただきます。ありがとうございました。 

第９Gガバナー補佐 瀬田秀樹様 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            皆さんこんばんは、只今ご紹介いただきました。公益社団法人草加

青年会議所、第 54 代理事長の職をお預かりいたしました渋谷と申します。改めまして新年明けましておめでとう

ございます。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 

 先ほど、市長からもありました通り、本日は本当に近頃の大変厳しい社会情勢の中、このようにかくも盛大に新

年初例会が開催されましたことを心よりお祝い申し上げます。皆様方の中には草加青年会議所のOBの方々もい

らっしゃると思うのですが、我々は「明るい豊かな社会の実現のために地域に」支援をしている団体であります。 

私は 2022 年度「「縁～出会いやきっかけがより良い未来を切り拓く～」をスローガンとして掲げ、文字通り縁をつ

むぎ、地域にそして組織に活力を与えていく所存でございます。 

 形や形式はもちろん違うのですが、皆様と同じく世界平和を願い活動している団体でありますので、皆様宜しく

お願い致します。 

 そして余談になるのですが、私も 2580 地区でロータリアンとして活動をしております。今年で 7 年目になるので

すが、ロータリーが大好きです。以前からこちらに伺いたいと思っていたので本日叶いまして本当にうれしく思って

おります。今年度も皆様方のご指導ご鞭撻を賜りながら我々も地域のために邁進していきたいと思いますので昨

年同様宜しくお願い申し上げます。結びとなりますが、本日ご参会の皆様のご健勝ご多幸、そして草加松原ロー

タリークラブのますますのご発展をご祈念申し上げ私の挨拶とかえさせていただきます。本日はお招きいただきま

して誠にありがとうございました。 

 

 

           皆さんこんばんは、草加松原ロータリークラブの皆様、あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。ただいまガバナー補佐からもお話がありましたように、本日は 2

年ぶりの開催となりますインターシティミーティングのキャラバンにお伺いさせていただきまし

た。先ず日時を申し上げたいと思います。日にちは 2月 26日土曜日、点鐘 5時と言う形で、 

浅草ビューホテルにて開催を予定しております。1 部式典、2 部懇親会と言う構成で終わりは 8 時を予定しており

ます。IMのテーマでございますが、「知り合いを広めロータリーを楽しもう」と言うテーマで実施してまいります。 

第 9グループ全部で 6クラブあるわけなのですが、メンバーの数は、130名弱おるわけなのですが、意外とあの方

の顔と名前は知っているけれど、どんな仕事をしているかはわからない！と言う事で職業に関して情報がわから

ないかたが結構いらっしゃると言う事で、ロータリーは基本職業人の集まりですので IM を機会としてお互いの情

報交換・お互いを知り合って、今後のロータリーライフを楽しんでいただきたいと言う事が IM のテーマでございま

す。2 部におきまして歓談中に登録されておりますメンバーの各会社の PR をスクリーンに映しながらの歓談を企

画しておりますので、非常に新しいコロナ株が出てきまして状況はどうなるかわかりませんが、ＲＩ・地区・行政のコ

ロナの感染予防の指針に沿った形で IM を実施できるように進めてまいりたいと思います。草加松原ロータリーク

ラブの皆様のご参加を是非とも宜しくお願い致します。 

最後に草加松原ロータリークラブ様の 10 周年と言う事で素晴らしい年になることをご祈念申し上げます。本日は

貴重なお時間をいただきありがとうございました。 

ＩＭ実行委員長 八潮ＲＣ 高橋 裕様 

米山奨学生 徐 緒隆くん奨学金授与 
皆さんこんばんは、獨協大学経済学部、経営学科 4年の徐 緒隆です。 
近況報告いたします。コロナで自分は 2022年になり、残り僅か数か月なのですが、卒業いたします。 

お世話になっている草加松原 RCからは卒業なのですが、振り返り、 

最近結構太って、2年はあっという間でした。 

コロナが始まってからこのクラブに入り、いろいろな行事がほとんどおこな 

えなかったと言う事もあり、皆様ともっとコミュニケーション取りたかったと 

思っていました。 

凄く残念なことで、もうすぐ卒業と言う事で、コロナが終わったらもっと 

コミュニケーションが取りたいと感じていて、この 2年間は本当にあっと 

言うまで、卒業した後も時間ができましたら来ますのでよろしくお願い 

致します。ありがとうございました。 

 

草加青年会議所 理事長 渋谷拓己様 
        専務理事 堀切達也様 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月１１日ニコニコ BOX 

金額 13,０00 円 累計 238,000 円 

1 月１１日  出 席 報 告 

会員総数 33 出席 14 

出席免除  6 ＭＵ  2 

出席適用 27 出席率 54.55 

今後のプログラム  
3/15 国際奉仕事業追跡報告      レセプション 
3/22 加藤会長エレクト「PETS」報告  レセプション 
3/29 お花見例会             今様本陣 

          

 
佐々木一男幹事 新年明けましてお目でとう御座います。 

浅井市長を始めお客様の皆様方お目でとう御座います。今年度もよろしくお願いします。 
牛山 信康会員 新年明けましておめでとうございます。今日は多くのお客様ようこそいらっしゃいました。 
        コロナが収まって明るい世の中になりますように！ 
大塚 嘉一会員 昨日は娘(大２)の成人式でした。 

息子(中３)の時には、これほど気分が盛り上がることはないだろうなと思いました。 
加藤 芳隆会員 明けましておめでとうございます。浅井市長をはじめお客様ようこそ、 

ご来場いただきありがとうございました。本年もよろしくお願いします。 
川井 大輔会員 新年おめでとうございます。お客様ようこそお越し下さいました。 
木村 博行会員 浅井市長、瀬田ガバナー補佐、関ガバナー補佐幹事、草加青年会議所渋谷理事長、堀切専務理

事、八潮ロータリー高橋実行委員長ようこそ。 
二階堂会長に代わりごあいさつさせていただきます。本年もよろしくお願い申し上げます。 

田中 和郎会員 寒中お見舞い申し上げます。また寒波が来ています。お気を付け下さい。 
富永  悟会員 お客様の皆様ようこそ、皆さん本年も宜しくお願いします。 
長谷部健一会員 新年明けましておめでとうございます。お客様ようこそ、本日はフルート鈴木康恵さん、 

ギター山下和音(かずね)さんに演奏をお願いしました。 
山崎 秀美会員 新年明けましてお目出とうございます。お客様ようこそ！！ 
森  勇一会員 みなさん新年あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。 

  

  

 2月 22日（火）茨城県石岡市にあるサミットゴルフクラ

ブで天候に恵まれ開催されました。 

 優勝されたのはどなたでしょう(*^_^*) 

 

≪親睦委員会より≫  
森  勇一親睦委員長 

二階堂・佐々木杯第 2 回ゴルフコンペのご案内を

皆様にお配りいたしました。日時は 2月 22日（月） 

場所は、毎年シニア選手権を行っている石岡サミ

ットゴルフクラブ、スーパーの「サミット」と同じ経営

です。 

今月 31 日が締め切りです。早期に予約を取りまし

たのでリーズナブルな料金でプレーできると思い

ます。宜しくお願い致します。 

  

                                                    川井大輔会員 
                    皆さんこんばんは、昨年は、低血圧と肺気腫であまり例会に出席でき 

なかったのですが、今年はできるだけ出席をしたいと思っています。 

ロータリー３１年になりますので長い間やっていますのでそれの表彰かと思

っています。これからもできるだけ若い人のために財団・米山の寄付をして

いきたいと思います。本日はありがとうございました。 
 
 

 

≪社会奉仕委員会より≫  
山口昭人委員長 

 12 月 25 日(土)支援している「草加あおはる食堂」

開催されました。クリスマスと言う事でサンタに扮

し、二階堂会長・佐々木幹事・牛山会員・木村会

員・加藤会員がプレゼントを持って参加して下さい

ました。 

お菓子のプレゼントに子ども達は大変喜び、満面

の笑みを返してくれました。ご報告させていただき

ました。 


