
 

 

  

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

」 

 

◆ お客様 IM 実行委員長 八潮 RC高橋 裕様 

◆ 会長あいさつ    二階堂祐司会長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

第４８１回 例会 ６月２１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 

 

６月７日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、関東地方梅雨入りをいたしまし

て昨日今日と非常に寒い日が続いています。明日も

寒いようです。皆さん体調には気を付けて下さい。10

周年が近づいていますので体調管理には気をつけて

いきたいと思っております。 

先週の金曜日、第 2770地区のガバナーナイトに出席

してきました。浦和ロイヤルパインズホテルで 200 名

弱の方がご参加されえていました。第 9グループから

は、会長として出席していたのは私と八潮ロータリー

クラブの櫻井会長の二人だけで少し寂しかったので

すが、ガバナー補佐の瀬田さんと元ガバナー補佐の

市川さんが出席しておりました。各テーブルの着席数

は少なめにしてパーテーションなしでした。コロナ禍か

ら通常の生活に戻りつつあるのかなと言う事を実感

いたしました。パーテーションなしですとやはり話の通

りが良くて良かったとか思いました。テーブルには知

っている人が櫻井会長だけで、他の方は初めてお会

いする人でしたが、色々な方と話ができて良かったと

も思っています。隣に座られた方は、女性の会長さん

で三郷中央 RCの清水さんでした。清水さんはお弁当

係（食事係）をされているそうです。会長自らがお弁当

係をされるのですかと尋ねましたら、会長になる前か

らずっと食事係を担当されているとのことです。色々

なところから仕出しを取ったり、お弁当を取ったり、時

には自分で買い出しに行ったり、非常に大変だとは 

 

 

 

 

 

 

言っておりましたが、会員の皆さんが喜んで下さるの

で、楽しいと言っておられました。我がクラブで言うと

山口会員のゴルフキャプテンのようですね！ 

右隣に座っていた方は、幸手中央RCの八木さんと言

う山崎さんと同業の方で、山崎さんが会長の時に副

会長をされた方と話に盛り上がり、楽しいひと時を過

ごさせていただきました。 

ガバナーナイトにゲストが来ておりました。松本ガバ

ナーは中島みゆきさんの大ファンと言う事で「今日は

中島みゆきさんがいらしていますと」期待を持たされ

ました。ここに来るの？と半信半疑でしたが、物まね

芸人の「みはる」さん、和田アキ子の物まねをする「シ

ャチホコさん」の奥さんで、本当の上手で非常に盛り

上がりました。さすがプロですね！皆さんを盛り上げ

ていただきました。翌日松本ガバナーは、世界大会に

お出かけになると言ういそがしい中でのガバナーナイ

トでした。 

本日は、八潮ロ RC の髙橋裕 IM 実行委員長がお越

しいただいております。高橋裕実行委員長には合同

チャリティ―ゴルフの時にも大変お世話になりました。

IM ができなかったことは大変残念だったのですが記

念誌の作成に当たってはご尽力をいただきまして本

日お持ちくださいましたので、後ほど後ほど、宜しくお

願い致します。 

今日は例会終了後、理事会と 10 周年実行委員会が

ありますのでよろしくお願い致します。 

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 

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  

＊＊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 

クラブ協議会 



                            

                   
誕生祝・結婚祝おめでとうございます 

 

 

 

 

 皆さんこんばんは、今年で６回目の年男です。寅年なのですが７２歳になります。長く生きたな～と思います。

誕生日のあいさつ、私は大体決まっています。牛山さんと一緒に小学校に入って、隣を見たら長谷部さんがいた

と言う話をだいたいしてきました。６回目の年男になったので今日は違った話をします。 

私は草加生まれで草加育ちですが、うちの両親は草加生まれでも草加育ちでもありません。私が生まれる少し

前に草加に流れ着きました。うちの親父は職業軍人で草加に来た時には戦争犯罪人でした A 級ではありません

が戦犯で流れ着いて、仕事は何もしていなかったらいいです。その後探偵などの仕事や保険の仕事などをしてい

ました。 

私は親父が職業軍人だったので何かするとすぐに殴られるのです。嫌な人だと思っていました。喧嘩すると拳骨

で殴りますのでこぶたんできるのです。小学校に入る前から、可哀そうでしょう！大きくなって歴史をいろいろ学ん

でいくと親父も大変だったのだと思うようになりました。親父は憲兵大尉と言う事で、憲兵は威張っていたようで

す。戦争が負けそうになって中隊長と言う肩書で戦争をしに行ったそうです。隣にいた人間が銃で撃たれて死ん

でいった等という経験があると小さい時に話されました。撃たれたところに穴は見えないそうで、後ろから見ると空

いているそうです。そして眠るように倒れていくそうです。今のウクライナではそのような状況の方がいるのかもし

れません。そのようなことで、戦争が終わって、戦犯で人民裁判にかかって一人ひとり日本に帰って良いのかと

裁判にかかり、運よく日本に帰ってきましたが、仲間の同じような人はダメと帰ってこられなかった人が何人もい

たという話も聞きました。今は平和ですけど、少しずれてしまうと戦争などと大変ですね。 

いま日本の置かれている状況も本当に考えさせられることがかたって多くなってきましたが、専守防衛憲法９条

で放棄しているわけです。こちらから戦争はできない、ただ今のウクライナの状況みたいに相手が来た時に戦え

るような状況になっている。どれくらい戦えるかわからないですが、今後世界情勢を見ながらどのような国にする

か私が生きているうちには無理かもしれませんが、何十年か経ったらどのようになるのか非常に考えさせられる

状況になるのかと思います。子供や孫の時代は丼のようになるのかな～と心配になることはあるので、今国と言

うものを考える良い時期なのかな～と思います。私の誕生日とは関係のない話になりました。どうもありがとうご

ざいました。 

 

 

誕生祝 6月１７日    山崎秀美会員  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーさんに読んでいただいて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 草加松原ロータリークラブの皆様こんばんは、八潮ロータリークラブの髙橋です。 

本日は例会の貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。 

瀬田ガバナー補佐と一緒に来る予定でしたが、所用で都合がつかずに伺えなかったので、６

月２８日の最終例会に参加させていただき、今年度のお礼をさせていただきますのでよろしくお願

い致しますとお伝えくださいと言っておりました。 

本日お伺いをさせていただきましたのは、先ほど私を IM実行委員長とご紹介していただきました。 

本来でしたら、ＩＭが終わってから冊子を作ってお届をさせていただくのが通例なのですが、今年度は２年ぶりに何とかリ

アル開催を予定しておりました。年末から年始にかけて会長・幹事さんに実行委員会を立ち上げまして準備を進めており

ましたが残念ながらまん延防止延長のため、２月末に開催を予定しておりましたが実現に至らなかったと言う事でござい

ました。 

ＩＭは開催できませんでしたが、瀬田ガバナー補佐からの銘もございまして、第９グループの活動の証、IM のテーマが「知

り合いを広め ロータリーを楽しもう」と言う事で準備を進めておりました。この主旨は第９グループ草加・八潮で６クラブあ

るわけなのですが、身近なクラブでありながら顔はしているけれども、あの方の職業はどんなことをされていらっしゃるの

かなどよくわかっていないと思います。第９グループ全部で１３０名くらいいらっしゃいます。本来リアル開催ができれば皆

様の企業紹介をデータとして会長・幹事さんを中心に集めていただきまして、浅草ビューホテルのスクリーンに映し出して

いこうと予定にしておったのですができなかったので、そのデータ皆様の会社の企業紹介・企業理念を中心とした冊子を

作らせていただきました。年度計画書にとても近いので間違えてしまうのではないかとも思いますが、是非とも身近なクラ

ブ同士な仲間を知りうるため、また仕事などで相談してみようなど、仕事の幅を広げる 

意味と調査誌で使っていただければと思い作らせていただきました。第９グループ 

１３０名弱の資料を集めるには四苦八苦いたしましたが、ギリギリ間に合ったという状況 

でございました。是非とも身近なところにおいていただきまして、ご活用いただければと 

思っております。以上が本日記念誌をお届けに上がった用件でございます。 

最後に草加松原ロータリークラブの皆様、創立１０周年記念式典を開催されると言う 

事で,もちろん私も出席をさせていただきます。 

あっという間に１０年だったという事を私も感じていますが、盛大に記念式典が開催 

されますことをご祈念申し上げまして私からの話とさせていただきます。 

本日は貴重な時間をいただきましてありがとうございました。 

ＩＭ実行委員長  八潮ＲＣ 髙橋 裕様  

 
 

 まことにお久しぶりでございます。結婚祝の花をいただきましたので、日冊子ぶりに出席させていただきました。結婚６０

年を迎えました。イギリス式で言うとダイヤモンド婚式らいいのですが、正直に言うとそんな華やかなものではなく、私もか

みさんも今８４歳で、ガタガタです。 

 今家の前は市役所の本庁舎の建て替え中で４階まで鉄骨が組みあがってきました。元の庁舎は、５５年目で壊した。大

震災があったのでしかたがないのですが、それよりも長生きしているので良いのかとの気がいたしますが、あちこち、こっ

ちが治ったと思えばあっちが怒れると言う事で、今は頭がふらふらしていて、何となくめまいがしていると言う事で、外に出

る気がしないのです。医者に行っても分からないのです。かかりつけに行けばたぶん耳鼻咽喉科に行けば原因がわかる

のではと言われて、行きましたが、耳鼻咽喉の方は大丈夫と言う事でまた戻り、薬の飲みすぎかもしれないと言われ薬を

今は半分にして実験中です。９月で８５歳になります。何となくですが８５歳までは生きていられると昔から思っていたもの

ですから、欠席ばかりで申し訳ないのですが、あと半年は在籍させてください。あと半年、１年は頑張りたいと思います。よ

ろしくお願い致します。 

結婚祝 6月３日  大久保雄司会員 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月７日ニコニコBOX 

金額 15,000円 累計 3460000円 

６月７日  出 席 報 告 

会員総数 32 出席 17 

出席免除  ３ ＭＵ  2 

出席適用 29 出席率 62.52 

幹事報告   佐々木一男幹事 

 皆さんこんばんは、髙橋さんいらっしゃいませ、ご無沙

汰をしております。幹事報告をさせていただきます。 

お手元にパンフレットが届いていると思います「いきいき

音楽会」草加シティ RC主催で行われます。入場は無料

です。4 番目の「れんげ草」の演奏は以前当クラブで寄

贈した楽器「アンクルン」を使った演奏とのことですので 

す。次年度ガバナー補佐の斉藤さんから、ぜひ草加松

原 RCの皆さんもお越しくださいと、言付かりました。宜し

くお願い致します。 

 

                           

 

 

  

 

演劇創造ドラマン公演のご案内          長谷部健一会員 

皆さんこんばんは、ロータリーとは関係はないのですが、お手元に資料があると思いますが、名作「高瀬舟」朗読劇と

言う事で演劇創造ドラマンの金子之男さん、当クラブの川井大輔さンと親しくされています。こちらの会場でも何度かお

呼びして演劇を私も見せていただきましたが、この方が久しぶりに他の場所で「高瀬舟」をされるそうですが、その前に

草加で「高瀬舟」をやりたいと言う事で急遽６月２７日・２８日中央公民館でやることになったそうです。お時間の取れる方

がいらっしゃいましたら無料ですので来ていただければ幸いですとのことです。ただカンパはお受けしますと書いてあり

ます。朗読劇でシチュエーションも作りながら目に浮かびますね！小説と同じような形でこれも面白い文化の一つではな

いかと思います。今日はご紹介をさせていただきました。 

二階堂祐司会長 お誕生日・結婚祝の皆様おめでとうございます。 
佐々 木一男幹事 誕生祝・結婚祝の皆様お目出とうございます。 
会田小弥太会員 誕生祝・結婚祝の皆様おめでとうございます。 
飯山 英彦会員 誕生祝の皆様、結婚祝の皆様おめでとうございます。 
大久保雄司会員 結婚記念日のお祝い、花鉢をありがとうございます。 
加藤 芳隆会員 誕生祝の皆様おめでとうございます。今日は人間ドックを受けてきました。 

何処も悪いところがなければよいのですが 
木村 博行会員 誕生祝・結婚祝の皆様、おめでとうございます。雨にも負けず、風にも負けず、がんばりましょう！ 
鈴木  努会員 最近雨ばかりで楽しくないですネ！でも6月のお誕生日のみなさんおめでとうございます。 

結婚したみなさんおめでとうございます。なんか楽しくなってきました。 
田中 和郎会員 きのう梅雨入りし、今日は肌寒い一日でした。大久保会員お久しぶりです。 
富永  悟会員 遅刻してすみません 
長谷部健一会員 いよいよ入梅となりました。 

体調管理には気をつけましょう。お誕生祝い・結婚祝の皆さんお目出とうございます。 
森  勇一会員 6月の誕生日、結婚祝のみなさんおめでとうございます。素敵な1年でありますように！ 
山崎 秀美会員 ロータリー情報と誕生祝・結婚祝の例会だそうです。寒い！！ 

今後のプログラム  
6/25 10周年記念式典     浅草ビューホテル 

6/28  最終例会         今様本陣 

7/5   2022‐23第一例会    レセプション 

          

 

創立１０周年記念式典について          

日 時    ６月２５日(土) 点鐘午後５時   

場 所    浅草ビューホテル ４階 飛翔 

会員集合  午後時（会場） 

※ クールビズ期間ではありますがジャケットにネクタイ、胸ポケットにクラブのエンブレム 

着用でお越しください。 

エンブレムをお持ちでない方は事務局までお声掛けください。 よろしくお願い致します。 


