
 

 

  

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆ 会長あいさつ        二階堂祐司会長 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                     

                                   

３月２２日の例会記録 

 

変わり、これから色々と日常を取り戻していかなければ
経済にも景況がありますからと思います。 
 前回のコロナの時には、ティッシュケースが無くなり、
ロックダウンが起きるのではないかと、私が子どもの頃
に、第 1 次オイルショック、家は塗料を扱っていました
のでよく覚えているのですが、ロシアとウクライナの戦
争で原油が値上がりしております。オイルショックの時
は、わけのわからない方が材料を買いに来ました。絶
対に店を開けてはいけないと親に怒られ、怖い思いを
した記憶があります。あの時もティッシュペーパーやト
イレットペーパーがなくなったと言う事もありました。今
回は色々なものが値上がりし非常に生活しにくい、仕
事がしにくい！まん延防止がとけても色々平時の安穏
とした生活を取り戻すにはまだまだ時間がかかるので
はないかと思っています。 
 今日は加藤エレクとの「PETS の報告と地区補助金に
ついて」話をしていただきますが、昨年の「ＰＥＴＳ」から
もう 1 年が過ぎたのかとの感じですが、従来でしたら集
まってやったのですが昨年もコロナ禍と言うことで、リモ
ートでやりましたので、他クラブの方との交流やお近づ
きになることができなかったのが寂しかったのですが、
今年もリモートと言う事でこれから色々な面で生活面も
変わっていくのかとも思いますが、他クラブの方との交
流がなかなかできないことは寒しいです。名刺も減らな
い！次年度は加藤さんにいろいろ期待しております。コ
ロナも落ち着いて色々できるロータリーになってくるの
ではないかと思っておりますので頑張っていただきたい
と思います。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さんこんばんは、先週は春を通り越して夏になっ
てしまったようだという挨拶が先ほど見たらのってい
たのっですが今日は真冬の寒さになってしまいまし、
出席の方も真冬のような寒さになっていますけど、少
数精鋭で今日はやっていきたいと思います。 
 今日４時頃でしたか、今日の挨拶を考えていた時に
山崎 SAA から電話がありました。欠席の連絡かなと
思いましたら、「今日例会やるの？」と何でそのような
連絡が来るのかわからなかったのですが、夕方に停
電になる恐れがあると言う事で心配して連絡を下さっ
たのですが、先ほども文化会館の方がいらっしゃって
東京電力の方から８時を過ぎると停電になる可能性
があるとおっしゃっていました。たぶん大丈夫と思い
ますが早めに終わらせたいと思います。 
 「まん延防止」の解除になりまして、今日から平穏な
生活に戻れるかなとは、なかなかいかないようです
ね！電力が足りなく停電になる可能性がありと色々
あります。第１回目のコロナの「緊急事態宣言」が２年
前の４月７日だったのですが、その前の日の東京都
の新規感染者数、皆さん覚えていますか？たったの
８７人だったのです。今日は３７００人くらいです。それ
を考えるとたったの８７人で「「緊急事態宣言」というこ
とで、新型コロナウイルスに対して世界中でどのよう
に対応してよいかパニックになっていたかが伺えます
ね！その数日前に志村けんさんが亡くなっていた事
にも拍車をかけて、あのような状況になったのだと思
います。今は慣れてきてしまいコロナの形態も 

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４７１回 例会 ４月５日 草加市文化会館 

＊＊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 

誕生祝・結婚祝・ロータリー情報 

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 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

氏名 役職 氏名
 会長 役員(理事) 加藤芳隆 理事 大塚嘉一
 会長エレクト 役員(理事) 山崎秀美 理事 佐々木一男
 幹事 役員(理事) 鈴木　努 理事 木村博行
 会計 役員(理事) 会田小弥太 理事 森　勇一
 ＳＡＡ 役員(理事) 山口昭人 理事 飯山英彦
 直前会長 役員(理事) 二階堂祐司 理事 富永　悟

理事 牛山信康
理事 長谷部健一
理事 飯山英彦

２０２２－２０２３　役員・理事・委員会名簿     　　　敬称略

 管理運営部門委員長
委員会名役職

 プログラム委員長
 ＩＴ委員長

 会員増強維持部門委員長
 公共イメージ部門委員長

 国際奉仕委員長
 親睦委員長

 ロータリー財団部門委員長
 奉仕プロジェクト部門委員長

委員会名簿
委員長 委員

大塚嘉一
長谷部健一 小泉　敏
松田龍美 田中和郎
牛山信康 内藤一夫
川井大輔 池田国雄

佐々木一男
木村博行
木村博行 松田龍美 大久保雄司

小笠原薫子 篠宮時雄
森　勇一
森　勇一 細道識行

瀬戸健一郎 大久保雄司 中村幸彦
富永　悟 飯山英彦 瀬戸健一郎

渡辺美和子 芹澤一人 加州洋介

委員会名

公共イメージ部門
会員増強維持部門

奉仕プロジェクト部門

管理運営部門
　　プログラム委員会
　　出席委員会
　　親睦委員会
　　ロータリー情報委員会

　　会員増強維持委員会
　　職業分類選考委員会

　　職業奉仕委員会
　　社会奉仕委員会
　　国際奉仕委員会
　　青少年奉仕委員会

  
 

皆さんこんばんは、16・17 日に開催されました。1 日目は 9 時 30 分スタートでガバナーのご挨拶、RI 会長のテーマ・
方針についての話があり、ガバナーエレクトから次年度の方針がありました。午前中はこのような話で終わり、午後か
ら 12 グループを 2 グループずつにわかれましてセクションということで 7 セクション、社会奉仕・国際奉仕・財団・米山・
管理運営部門・職業奉仕と言う事で 40 分授業のようなものですね！これを 7 セクション行いまして、4 時 50 分終了と
言う事で 1 日終わりました。2 日目は 8 時 30 分受付、9 時スタートで新会長に期待すると言う事で井原パスト会長から
30 分卓話をいただきまして、その後第 1 グループから第 12 グループまでグループ分けしてガバナー補佐エレクトによ
りましてのディスカッションと言う事で 1 時間行い、その後第 1 グループから第 12 グループまでディスカッションの内容
を5分程度で報告後、参加者代表で幸手ロータリークラブ会長エレクトの関さんがご挨拶、最後に松本ガバナーからお
話しいただき 12 時に終わりました。緊張したこともありますが、2 日間有意義な時間を過ごさせていただきました。1 日
目の夜は疲れ果てて早く寝てしまいました。いつ質問が来るかわかりませんので、緊張ながら冊子を開いて置き、事
前にいただいた資料で勉強はしておきました。2 日間学生に戻った気分で入社試験のような充実した 2 日間をおくりま
した。松本ガバナーから次期 RI 会長のジェニファー・E・ジョーンズさんのご紹介と言う事で、次年度のテーマが「イマジ
ン・ロータリー」です。ビートルズの音楽を流してスタートしました。 

意味は「想像してごらんみんなが平和に生きている」とのはなしなのですが、余談になりますが、ビートルズとのご
縁、たまたま私の次女がポール・マッカートニーの娘さんが立ち上げたファッションメーカーで「ステラマッカートニー」と
言うバックや洋服のブランドらしいのですがそこに勤めています。何も関係はないのですが、何か御縁を感じました。 
 時期ガバナーの細渕さんの次年度の方針は「想像しよう、未来への調和、ロータリーに 
ＤＥＩのさわやかな風を」と言う事で私も「DEI」最近の言葉なのでしょうかよくわからないの 
ですが、「D ダイバーシティ（多様性）、 E エクイティ（公平性）、Ⅰ インクルージョン（包括性）」 
それを目標に 2770 地区は進めたいと言う事で話を伺いました。 
 テーマをつくったのはオーストラリアの方で、〇は人の輪、まわりの 7 つの●は、「平和と構築・紛争予防・疾病予防と
治療・水と衛生・母子の健康・基本的教育と識字率向上・地域社会の経済発展・環境」ということ、緑の線は環境、紫色
はポリオ撲滅、下地に白は世界平和と言う意味を持っているとの説明を受けました。これを目標に活動お願いしたいと
いう話を受けました。 
 前回の理事会で委員会の人事案と予算案を提案させていただき、承認をいただきましたのでここで読み上げさせて
いただきます。 
今年度の最重要活動は、会員増強です。増強に付きましては 3 名と次年度ガバナー補佐にはお伝えしました。会員増
強委員長の木村会員には頑張っていただき、私も 3 名ほど書き出しました。みなさんも心の中に、新メンバーになりそ
うな方がいらっしゃいましたらお願い致します。 
地区研修協議会が 4 月 15 日に行われます。担当の委員長さんにはボックスにご案内を入れさせていただきましたの
で宜しくお願い致します。 
また、社会奉仕委員長の瀬戸さんにつきましては、体調を崩されていると言う事で、調整することもありますので宜しく
お願い致します。 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

加藤芳隆会長エレクト 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯山英彦 高橋昌夫 内藤一夫
来栖勝幸 松本眞彦
飯山英彦 木村博行

正
山口昭人 牛山信康 富永　悟 来栖勝幸

会計監査

副
ＳＡＡ

田川富一 ブライダル窓口 渡辺美和子

ロータリー財団部門
米山記念奨学部門
ＩＴ委員会

クラブ 研修リーダー 　　　山崎秀美

3月22日ニコニコBOX 

金額 7,000円 累計 267,000円 

3月22日  出 席 報 告 

会員総数 33 出席 12 

出席免除  4 ＭＵ  2 

出席適用 29 出席率 48.28 

3月29日  出 席 報 告 

会員総数 33 出席 17 

出席免除  2 ＭＵ  2 

出席適用 31 出席率 61.29 

今後のプログラム  
4/12 卓話 管理運営部門委員長     レセプション 
4/19 卓話 国際奉仕委員長        レセプション 
4/26 「草加あおはる食堂」支援金贈呈  レセプション 
 
 

          

 

二階堂祐司会長 真冬に戻ってしまいました。つくば市に納品行った者が大雪だったと言っていました。 
牛山 信康会員 加藤さん、ガンバレ！来年度応援します。さて、今春から私は足腰を鍛えます。昨日都内のスポーツショ

ップで少々高価なジョギングシューズを買ってしまいました。まずは道具を買ってから始めるのが私の流
儀です。三日坊主にならないために！ 

加藤 芳隆会員 今日は不慣れな話になると思いますがよろしくお願いします。 
木村 博行会員 加藤芳隆会長エレクトよろしくお願いします。 
        東電の電力100％超えで、停電するかもしれませんね！早く帰って寝てしまいましょう！ 
田中 和郎会員 雪が降り足音の悪い中、出席ありがとうございます。次年度加藤会長の活躍を期待しています。 
長谷部健一会員 いよいよ「まん防」が明けました。これから春本番となります。加藤芳隆エレクト、卓話よろしくお願い

します。 
山崎 秀美会員 今日は停電しないで下さい。 

加藤エレクト、PETS報告と次年度の地区補助金について卓話よろしくお願いします。 
 

   幹事報告       二階堂祐司会長 
 こんばんは、佐々木幹事が欠席なので報告をさせていただきま
す。地区からまん延防止解除に伴い、各集会のお願いが来てお
ります。解除されたのでオンラインだけでなく、インパーソンの集
会を開いていただくことを可能とします。 
各クラブで開催の方法を考えて下さい。感染対策にはご配慮下さ
いとの事です。 

 

 国際奉仕委員会からです。フィリピン国際奉仕検証ツアーをしんしました。日程については、5月3日～10日です。先方が
言うには、5 月10 日に大統領選挙の投開票があるのでとても盛り上がるので見て下さいと言っています。私は 3 日～10 日
までいる予定です。現在のエアーチケットが往復120,000 円位です。安いホテルもありますが５つ星だと 1 泊15,000 円位で
す。 
メインは我々が提供した小学校訪問とパッシグサウスRC訪問及びマリキーナイーストRC例会出席および懇親会参加など
です。この中で行きたいとう方がいらっしゃいましたらお声掛けください。隔離などはございません。宜しくお願い致します。 

 飯山英彦国際奉仕委員長 

次年度の方針につきましては「10 周年からの再活動 奉仕ともに成長」と言う事でテーマにしました。2 年を超える新型コ
ロナウイルスの影響で正常なロータリー活動ができていません。ZOOM による例会など出席率が低下し会員数が減少に
向かってしまいました。今回の 10 周年と言う大きな節目を機会に活動を見つめなおし、クラブの活性を図りたいと思いま
す。そのために、１．3 名の会員増強、２．奉仕活動の再確認、新活動の素案と 10 周年記念事業で盛り上がった絆で皆さん
と共に成長できるような奉仕活動を作り上げていきたいと作り上げていきたいと言う事です。会員の皆さんに楽しんでいた
だけるよう頑張りたいと思いますので宜しくお願い致します。 

地区補助金については 4 月の理事会で図っていただくのですが、試案としてお話しさせていただきます。 
プロジェクト名  子供食堂への思いやりプロジェクト 
説明       2023 年２月に、親子をご招待して、いちご狩りを楽しんで頂く 
主旨       普段は忙しく仕事をして、親子関係が希薄になり、恵まれない親子に食事の提供活動をしている、 

子供食堂を支援し、親子の絆を深めてもらう為 
支援場所    草加あおはる食堂（子供食堂）  
開催場所    千疋いちご園  越谷市東町5-340   070-6431-1115   具体的内容   親子を招待してのいちご狩り 
実施日      ２０２３年 ２月中旬（土曜日又は日曜日）              受益者      子ども食堂親子２００名 
地区補助金    １、３００ドル（１４９，５００円） 【１㌦ ￥１１５として】 
クラブ拠出金   ５０，５００円    合計      ２００，０００円 
不慣れなのでこれから１年間かけて皆さんにお世話になり、ご心配もおかけするかと思いますが、一生懸命やらせていた
だきますので宜しくお願い致します。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月２９日(火) 第4６９回例会 今様本陣 

≪参加者≫ 

二階堂祐司会員長 由美様  

池田国雄会員 祥子様   川井大輔会員 千恵子様 

田中和郎会員 百代様   松田龍美会員 淳子様      

森  勇一会員 裕美様  

長谷部健一会員  塩谷基浩様 典子様  

飯山英彦会員   牛山信康会員   大塚嘉一会員    

加藤芳隆会員   木村博行会員   篠宮時雄会員    

富永 悟会員    田川富一会員   山口昭人会員    

山崎秀美会員    徐 緒隆君       

岡本栄子        荻田郁子 

演奏曲 
さくら 荒城の月 花いかだ 
春の歌(メドレー) みかんの花咲く丘 

おぼろ月夜 早春賦 ふるさと 

川口モーニングチャリティゴルフ

会４月４日（月）雨の中でしたが開催されました。 

ご参加の皆様お疲れさまでした。 


