
 

 

  

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆ お客様  

式町水晶マネージャー 式町啓子様 

    事務         兼松ゆみ様 

◆ 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  

４月５日の例会記録 

 

おられますが、桶川の方でコンサートを開くので桶川の
方のロータリークラブを紹介してもらえないかと電話を
いただきました。私も桶川ロータリーには知り合いはい
ないのですが、会長の新井さんに電話をいたしました。
このようなことなので一度話を聞いていただけないか、
ロータリーの友情で何とか一つお願いしますと話をしま
したところ、本当に快く承諾してくださいました。地区大
会などではすれ違ったことはあったかもしれませんが、
会ったこともない方でした。翌日聞きたいことがあると
連絡をいただき、話の中で雑談になり、お互いの例会
状況や活動状況など話しました。桶川ＲＣの出席率は
90％以上で 100％の時もあるそうです。素晴らしいです
ね！それが最近は 60％を切る時もあるとおしゃってお
りました。やりたいことも全くできなくて、松本ガバナー
のご意向で「まん防」が明けるまでは数回しか例会もや
っていない！モチベーションを保つことができない！新
井会長と話居ていて一番心に残ったのは、出来ないの
はコロナのせいなのですけど、私がもっとしっかりして
いれば、もっと入り色々出来たのではないかと言うジレ
ンマがあると言う事の愚痴を、二人で言い合いました。
私も全くその通りで、コロナのせいしてしまうのですが、
会長がもっとしっかりしていればとの自責の念に駆られ
たと言う事です。会ったこともない者同士が何かの縁で
話をしてロータリーの友情が広がったこと、式町さんに
感謝しているくらいです。楽しい雑談をさせていただき
ました。ロータリーは素晴らしいと思いました。 
 後ほど、式町さんから詳しくはお話しいただけると思
います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さんこんばんは、先週はお花見例会、あのタイミ
ングでできたのはとても良かったと思います。今日は
少し散り始めています。先週はベストだったと思いま
す。お琴もですが、料理も非常に良くて、30 分くらい
歩いてきましたので、1 杯目のスーパードライがこん
なに美味しいとは思いませんでした。久しぶりに楽し
い時を過ごさせていただきました。 
 昨日は川口モーニング主催のアイメイトチャリティゴ
ルフに私と加藤エレクト・牛山会員・会田会員と参加し
ました。昨日は大雨で非常に辛い 1日を過ごさせてい
ただきました。ゴルフですから楽しいのですが、いき
の車の中でやらない言い訳を考えていましたが、結
局はやるはめになり。スコア、は散々でしたが楽しい
1日でした。 
 先週の水曜日は、八潮イブニングRCに木村実行委
員長と加藤副実行委員長と 10周年のキャラバンに行
ってまいりました。その日はお花見例会と言う事で令
夫人が沢山来ていました。白岩会長は、「10 周年記
念式典」は全員参加で全員登録させていただきます
と、本当にありがたいお言葉をいただきました。ロータ
リーの友情は有難いものだと本当に思いました。 
ロータリーの友情と言えば、今お見えになりました

が、式町さんと言えば、数年前の IM の時に脳性麻痺
をもって生まれ、バイオリンで今はプロとして頑張って 
 

第４７２回 例会 ４月１２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           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 管理運営委部門について 

    長谷部健一部門委員長 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  誕生祝 1月１９日       川井大輔会員 

皆さんこんばんは、私は体調が余りすぐれないもので久しぶ
りの例会参加です。体調がすぐれないというのは、ひとつは自
律性低血圧と言って立ち上がると上が７０くらいになってしまう
のですですから歩くのが不自由ですし、立って話をすることが
辛いです。座っている、車を運転することは何ともないのです
が！こんな状態です。元々ロータリーの出席率は７０歳までは
１００％でした。欠席することは非常に恥ずかしい思いをしてい
ます。少しずつ体調は戻ってはきましたので、なるべく出席した
いと思います。 
誕生祝と言う事ですが、昭和１８年１月１９日生まれで、今年

が７９歳、来年１月を迎えると８０歳になります。そんなことでロ
ータリーを欠席することは恥ずかしく残念なのですが、体調を
見ながら出席させていただきたいと思います。 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 ２月３日  長谷部健一会員 
結婚祝 ２月４日 

 ありがとうございます。私は２月３日生まれで
す。節分の日に生まれました。今年で７１歳と言
う事で、前期高齢者と言うのでしょうか！７５歳
になると後期高齢者になるらしいいので、前期
高齢者と言う位置付けなっていまして、健康的
なことを言いますと、小さい時には体は弱かっ
たのですが、その後野球やゴルフなどして自信
を持っていたら、５年ほど前に腎臓がんが発見
されて、右の腎臓を全摘しました。取ってしまえ
ば完治だと言われ、実際元気になってゴルフな
どしてよかったのですが、２年ほど前に左脳梗
塞になりました。一番大きかったのは、ゴルフの
スコアが悪くなりました。それが悔しくて！だい
ぶ戻ってはきました。 
 結婚の話もさせていただきます。私は２月３日
生まれで、結婚したのは昭和５３年２月４日なの
です。誕生日と結婚記念日が１日違いなので
す。２７歳の誕生日の翌日に今はなくなりました
が銀座東急ホテルで結婚式を挙げました。それ
以来４０数年です。子どもは４人恵まれ、孫は５
人います。家内は転んだり、病気になったりとは
ありますが、何とか金婚式の時には家内と二人
で健康で旅行に行かれればよいなと考えてい
ます。ロータリークラブの皆さんには親しくお付
き合いしていただいています。これからも楽しく
過ごしていきたいと思います。宜しくお願い致し
ます。ありがとうございました。 

誕生祝 ３月１３日   飯山英彦会員 

誕生祝ありがとうございます。私は１９６６年３月１３日生ま
れ、今年で５６歳になりました。大学時代に目の前でドーバー
海峡を渡る予定だった船にトイレに行っていて乗り遅れて助か
ったこと！２回目は中南米で目の前で版団が爆発して助かっ
たことなど何回かありました。宝くじを買っていたらたぶん億万
長者になっていたのではないかと思いますが、運を使い果たし
てしまったようなので、これから運を貯めまして、膝が少し痛く
なってきましたものですからなるべく出かけられるうちに、出か
けておこうと思っております。これから国際奉仕で５月に旅行を
予定しておりますので予定の合う方はぜひご参加いただきた
いと思います。今後なかなか経験できないような旅行にできれ
ばと思っております。今の時代は凄い時代、コロナは起きる
し、戦争も起こる、そんな時代は経験できないのではないか
と！そんな中での、楽しみ方を考えて楽しみたいと思います。 
  

 

 

 

 

 

   幹事報告       佐々木一男幹事 
 こんばんは、式町さんお久しぶりです。幹事報告いたします。地区から「コロナに負けるな、命をまもる」のポスター
が届きました。1社 1 名の採用と言う事で、ぜひお願いしたいと言う事です。ポスターと書面が来ておりますので、読
んでいただき、ご協力をお願いいたします。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月５日ニコニコBOX 

金額 12,000円 累計 279,000円 

４月５日  出 席 報 告 

会員総数 32 出席 14 

出席免除  6 ＭＵ  2 

出席適用 26 出席率 61.54 

誕生祝 ３月２７日   田中和郎会員 
誕生祝ありがとうございます。３月２７日で８０歳になり

ました。４月になると暖かいと思って年金ゴルフ、実は昨
日だったのです・ドタキャンしました。幹事には非常に迷
惑をかけてしまいましたが、行ってまた歩けなくなってし
まうと困るので、このような事情で欠席しました。 
うちの娘が、３月３０日が誕生日なので、いつも一緒に

誕生祝をしますが、全部私持ちです。大人６人孫が２人
で、近いのでいつも平城苑でします。これからもゴルフ出
来るように頑張ります。宜しくお願い致します。 

 

誕生祝 ４月４日   山口昭人会員 
皆さんこんばんは、誕生祝ありがとうございました。私

は１９６２年昭和３７年 4 月 4 日の生まれです。昨日で 60
歳になりました。これからも健康には注意してもう少しゴ
ルフが上手になればよいなと思います。 
おり、孫が 2 人になります。コロナ禍での出産でしたの

で無事に出産出来て大変良かったと思っております。 
先ほど 10 周年記念ゴルフの案内をいただきました。60

歳になると割引料金が適応される。良いことだと思いま
す。これからロータリーはもちろんですが、健康に注意し
てゴルフを長く続けたいと思います。 
コンペも宜しくお願い致します。 

 

結婚祝 ３月２３日   山﨑秀美会員 
皆さんこんばんは、結婚祝、私は 36年前ですか、35歳

の時に割とゆっくり青年時代を謳歌できたのですが、結婚
してからは、月日の流れが早いこと、早いこと、あっという
間に今年の 6月で 72歳になります。1年 1年が分からな
いです。36年経ったので 1年くらいの感じ、それまではこ
の年に何をしたかを意外と覚えていました。結婚の少し前
に開業していましたので、開業してからは同じようなこと
の繰り返しで余り目立ったようなことが記憶に残っていな
かったのですが、ただ結婚式の日は大雪で新幹線は止ま
るし、JR も止まっていたので、タクシーでしか来られなか
った。お客様の半分は来られなかった状況でした。終わっ
てから着いた人もいました。披露宴はなしと、スタートは
前途多難でした。子どもは 3 人できました。牛山さんの話
にヒントを得ましたが、2番目は私と同じ 6月１７日生まれ
です。予定日は 20日頃でしたがところが少し早い 17日に
産気づき同じ日に生まれました。あまり良いことはないで
す。誕生祝と言うと私は忘れて娘中心になります。そうい
えばと付属です。誕生祝はするのですが、あまり祝っても
らったという記憶は少ないです。とりあえず夫婦は元気に
やっています。70歳をすぎると終結が見えつつ、この1年
どうやってやろうかなと思いつつ、70 歳を過ぎると少し違
のです。心構えが若干異なってきました。諸先輩方もそう
だったのかなと最近常々思う事でございます。今後健康
に留意して頑張りたいと思っています。宜しくお願い致し
ます。 

 

結婚祝 ２月２９日   佐々木一男幹事 
こんばんは、結婚祝をこれからいただくようでありま

す。ありがとうございます。本来ですと結婚 51年目になる
のですが、お付き合いしているお友達がいますのでその
方とはどうなるかはわかりませんが、年齢が年齢なの
で、子どもや孫からは、暫く様子を見てからの方が良いの
ではと言われています。 
仮に、の話ですが、亡くなった家内が 4月1日生まれで

ございまして、俗にいうエイプリルフールでございます。
仮に再婚すると、結婚記念日が2回来ると言う事はあるの
かな？会員の皆様よりも更にうれしさは、倍になるのと考
えると悪くはないのかなとの気もします。次に何かあった
時にはお話しさせていただきます。お花をありがとうござ
います。 

 
 
誕生祝 ２月２３日   富永 悟会員 
皆さんこんばんは、私は昭和 41年 2月 23日生まれで

す。飯山さんと同級生です。私の人生は生死の境をさまよ
うようなことは無かったのですが、なぜか 6回左足を骨折
しています。19 歳の時に成田山に行った時、占い師に見
てもらったことがあります。君左足相当ケガしているので
はと、いきなり言われたのです。ご先祖様に悪いことをし
た人がいて、誰かの足を切ったことがあると、これから自
動車に乗っていて運転していても、助手席に乗っていて
も、左足がなくなってしまう事があるかもしれないので、気
をつけなさいと言われたことがあり、非常に恐ろしい思い
をしました。全部で60針くらい縫っています。腕を切ったり
骨折などです。その人は、最後に 20代後半まで大丈夫な
ら、その後は何もないからと言っていました。それまでに
全部やってしまったので大丈夫かと思います。 
因みに2月23日は現在の天皇陛下と同じ誕生日です。 
 

今後のプログラム  
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 
5/3  休会（憲法記念日） 
 

          

誕生祝 ４月１４日   牛山信康会員 
皆さんこんばんは、誕生祝をいただいてありがとうござ

います。大好きなお酒なので楽しみたいと思います。 
4月 14日が誕生日なので間もなく 72歳になります。ち

ょうど年前の4月13・14日あたりに3番目の孫が生まれる
予定でした。4月13日の深夜になって産気づいてきたとい
うので良いな～ともう少し頑張れば私と同じ日になると思
っていましたら、4月13日の11時50分頃に無事に出産し
ました。私の誕生日の前日に生まれ1日ずれました。でき
れば同じ日が良かったなと！友達に言ったら、2日お祝い
できるではないかと！そうかと思いました。その子が立っ
ちが出来るようになりました。誠にジジバカな話でした。
ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二階堂祐司会長 桜もかなり散りました。先週のお花見例会は楽しかったですね！ 
佐々木一男幹事 誕生祝・結婚祝の皆様お目出とう御座います。 
飯山 英彦会員 誕生祝・結婚祝の皆様おめでとうございます。 
牛山 信康会員 昨日のアイメイトゴルフ、雨が1日中降っていて疲れました。スコアもさんざんでした。 
川井 大輔会員 体調が戻ってきましたので久しぶりに参加しました。 
加藤 芳隆会員 誕生祝・結婚祝の皆様おめでとうございます。 
        昨日の川口モーニングRCコンペは残念ながら、1日中雨でした。 
木村 博行会員 お誕生日祝、ご結婚祝の皆さんおめでとうございます。 

世界は大変な状態ですが、いざと言う時の備えだけは心がけておきましょう。 
鈴木  努会員 良いと花見のシーズンが始まりました。でも天気がわるいですヨネ。 
        先週のお花見例会は出られませんでした。残念です。 
田中 和郎会員 誕生祝ありがとうございます。明日から暖かくなるそうです。ありがたいですね。 
富永  悟会員 お祝いの皆様、おめでとうございます。 
長谷部健一会員 今日は晴れたプレステージでゴルフコンペでした。久し振りに優勝できました。 
        誕生・結婚祝の皆様お目でとうございます。 
山崎 秀美会員 誕生祝・結婚祝、ロータリー情報の皆様、宜しくお願い致します。そうだ、私も結婚祝でした。 

 

瀬戸健一郎さんを偲んで    長谷部健一会員 

 当クラブの会員であります瀬戸健一郎さんが 3月 25日にお亡くなり
になりました。先週の例会で二階堂会長から報告はありましたが、3 月
31日献花式、4月 1日に告別式がキリスト教式で行われました。多くの
皆さんに参列いただきありがとうございました。私は瀬戸さんとは 30年
くらい前に青年会議所で知り合って、彼は中々見どころがあるなと感じ
付き合いしてきました。私は兄弟がいないので、瀬戸君を弟のように選
挙なども応援してきましたが残念ながら 59 歳で亡くなりました。考えて
みると瀬戸さんは、明るくて前向きなのです。ポジティブでそして正義感
の強い人間でした。そしてクリスチャンでキリスト教を信じてイングリッ
シュスクールの教師として子ども達に 
英語を教え育てた。そして政治家で 
あり、ロータリアンでした。 
彼は、短かったけれども 59年の 
生涯は充実して生きてこられたと 
思っています。 
皆さんと共に瀬戸さんの冥福を 
祈りたいと思います。 
ありがとうございました。 

 
             飯山英彦国際奉仕委員長 

先方のクラブと打ち合わせをしました。5月3日
～10 日の間になります。この間でご参加できる
方は参加していただければと思います。 
現在 3 名ほど集まっております。多くの方にご
参会いただければと思います。先方のクラブは
盛大に迎えたいと言っておりますし、10 周年に
も花を添えられると思っております。 
訪問予定は、過去にクラブで支援した施設の視
察など盛りだくさんの予定を考えております。 
現在の渡航事情 
 フィリピンへの入国  

ワクチン 3回接種していれば、ビザ不要 
入国可能 隔離は不要 

 日本への帰国 
   ワクチン 3回接種していれば隔離は不要 
旅行は行きやすくなりましたので、宜しくお願
いいたします。 

 

 

 

                 こんばんは、突然参加させていただき恐縮しています。お時間いただきありがとうございます。7
月３日に桶川市民文化会館でチャリティコンサートをさせていただくと言う事で、草加のロータリーク
ラブの皆様にお力添えをいただけないかと声をかけさせていただき、佐々木幹事さんから会長さん
に繋げていただき、桶川ロータリークラブの会長さんにまで繋げていいただき、本当に有難いという
言葉以外何も出てこないのですが、このコンサートは、チャリティで内容はしっかりしたもので開催
するということで桶川の市長さんからも、お力添えをいただいており、応援していただいているチャ
リティコンサートでもあります。ぜひ皆様にもお力をいただきましてコンサートを大成功させたいと思
い、今日はお時間を作っていただきました。企画書も持ってまいりました。コンサートの内容がしっ
かりと書かれていますので、目を通していただいて応援していただけましたら思います。他にも小
中学校の公演にも力を入れて活動しております。そちらは兼松さんからお話しします。 

                                                 
 初めまして、企画書ですが、「株式会社式町水晶ミュージックオフィス」を構えて、昨年５月からスタートしています。 
今日は小中学校の企画書をお渡ししましたが、他に特別支援学校の企画書もあります。 
水晶君は脳性麻痺を持っていますが、講演とバイオリンの活動をしてきましたが、コロナでお子 
さんが夢と希望をなくしていることもありまして、今は小田原と桶川や大阪、京都で展開をして 
います。地域の企業さんに協賛いただき、水晶君が地元の小中学校に公演に行くということなの 
ですが、コロナ禍でまだ数校ですが、水晶君のメッセージをバイオリンの演奏と共に伝えること 
で、子ども達の心が開いたという言う事を、私も近くにいて感じるとともに、感想文などを見せて 
いただき、今のお子さんたちがどんな状況であるかもわかりました。地域がよりよくなるために 
も、この企画は良い企画だと身近にいて感じています。 
 今回の桶川なのですが、もともとは特別支援学校の企画もありましたが、桶川は特別支援 
学校がないので、障害を持っている子ども達が、学校が終わった後に行っている通所施設に 
チャリティコンサートとして寄付をさせていただきたいという事です。 
小田原は水晶君の地元なので、だいぶ名前も知れてきました。今回、桶川にご縁をいただき 
ましたので、今日も色々回わらせていいただきました。水晶君が世の中に出ていくと言う事、 
大きなビジョンを掲げながら小さなことから頑張っています。今日はお時間をいただきありが 
とうございました。宜しくお願い致します。 

 


