
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◆ お客様 第９Gガバナー補佐 齋藤幸子様 

〃 補佐幹事  竹内雪子様 
    田中百代様 

◆ 会長あいさつ      加藤芳隆会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                       

  

第４８４回 例会 ７月１２日 草加市文化会館 

る事が出来ませんでした。 それから２年半が経過し、
１０周年式典だけは決行するとの熱意を持って、木村
実行委員長を中心に１年余り前から、感染対策を模索
しながら準備をしてまいりました。 
全員の協力のもと、無事終了した際は、私でさえ安堵
感で気が抜けた状態でしたから、先輩の皆様 特に創
立メンバーの方は、より多く感じた事と思います。  
まだまだ、コロナウイルスは収束とは言えませんが、本
年度は、徐々に普通の活動に戻りつつ在る中、今日か
ら新年度の活動がスタートしました。 
まず、直ぐに出来ることは、会員増強です。コロナ過で
会員が減少してしまいましたから、会員増強委員長の
木村さん・鈴木幹事・私とで勧誘に回りますので、推薦
頂ける方が、いらっしゃれば、お願いします。 
ガバナー公式訪問までには、何人か入会して頂けたら
幸いです。 
次に社会奉仕として草加の行事の中には、開催に

向けて準備をしている団体もあるように聞いています。
もし開催されるので有れば、地域にコミニュテーとして
輪を広げる為に参加していきます。 そして支援してい
るバレーボール大会・卓球大会も実施の準備をしてい
るとの事で、ロータリークラブ杯で協力させて頂き、 子
供食堂へ追加支援等で、地域補助金の申請し、再活
動に向けて、準備して行きたいと思います。 
このような意味合いを込めまして、本年度のテーマを 
『１０周年からの再活動！奉仕そして共に成長』と決め
させて頂きました。皆さんにご指導・ご鞭撻・ご協力を
頂いて、鈴木幹事と共に、１年間活動して参りたいと思
いますので、宜しくお願い申上げまして、ご挨拶に代え
させて頂きます。 本日は、有難うございます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さんこんばんは、新年度、第一例会に草加市長 
浅井昌志様を始め、ガバナー-補佐 斎藤幸子様、ガ
バナー-補佐幹事 竹内雪子様に、出席して頂きあり
がとうございます。そして１０日前の６月２５日、１０周
年記念式典に出席して頂いた際、浅井市長には、ご
祝辞をいただきありがとうございました。 
先週の今様草加宿での、最終例会で引継ぎが終

わり、二階堂会長・佐々木幹事、１年間お疲れ様でし
た、ありがとうごいました。 その際肩の荷が下りたの
か？ 晴れ晴れとした顔をされていたと思います。 
さて、確かコロナウイルスは、２０２０年１月頃に日

本では、ダイヤモンドクルーズ船から始まった感染症
でした。当初は隔離され、乗船のお客さんは大変だな
～位にしか感じておらず、他人事でしたが、瞬く間に
世界中に広がり、世の中が変化してしまいました。 
そして、志村ケンさんが残念ですが、突然お亡くなり
になり、ショックを受け、より大きく世の中が変化して
しまいました。その年度の、飯山・富永年度の後半か
ら、コロナウイルスの影響で、活動に制約が発生し、
活動を停止せざるを得ない事態になりました。 
昨年度も、コロナ過で、緊急事態や蔓延防止宣言

等 の制約があり、草加市内の行事が、ほとんど中
止になり、ロータリークラブ活動の例会でさえ、開催す 
 

７月５日の例会記録 

 

会 長：加藤 芳隆 

幹 事：鈴木  努 

 

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  

＊＊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 
        誕生祝・結婚祝 
          

 
 

    

２０２２ｰ２３年度 国際ロータリーのテーマ イマジンロータリー  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                第 9グループガバナー補佐 齋藤幸子様 
                                      ガバナー補佐幹事 竹内雪子様 
                          皆さんこんばんは、ご紹介いただきました第2770地区第9グループガバナー補佐

を今年度拝命いたしました草加シティロータリークラブの齋藤でございますどうぞよ
ろしくお願い致します。補佐幹事を務めまていただきます竹内さんです。私が会長の
時に幹事を務めていただきました名コンビでございます。 

                   まず初めに先日の 10周年記念式典・祝賀会にお招きいただきましたことに厚くお 
礼申し上げます。また、お一人お一人の気遣いが伝わってくる、そして最後までお客様を舞台から目を逸らせな 
い様な演出、本当に素晴らしい式典と祝賀会でございました。ありがとうございます。 
 また、今日は浅井市長さんをお招きして、会員の皆様の参加のもと、第一例会が開催されましたことお祝いを申 
し上げたいと思います。会長のご挨拶にもありましたけど、私たちも想像もしませんでした令和 2年武漢よりコロナ
ウイルスが発生をして、瞬く間に世界中に広がりました。そしてもう 3 年を迎えますが未だに収束の兆しが見えて
おりません。混沌とした状況の中で、ＲＩジェニファー E. ジョーンズ会長は、先ほど市長さんが言っておりました「イ
マジンロータリー」とテーマに掲げました。そして（DEI）「多様性、公平さ、インクルージョン」調和と訳すそうでござ
いますが、「インクルージョン」会員増強とされました。2770 地区の細渕ガバナーもこれを受けまして活動方針を
「イマジンロータリー」といたしました。そして運営方針には同じく「ＤＤＩ」強調して２５００人のロータリアンのモチベ
―ション向上、そして、74のクラブの活性化をサポートしていくと共鳴されております。第 9グループといたしまして
も RIのテーマ、地区の活動方針、運営方針をもとにして活動してまいりたいと認識しております。さらには皆さんと
の連携・融和を求めて参りたいと思っております。まだまだコロナ禍の中ではございますが、社会はコロナ禍での
3年目に大きく変わろうとしています。私たちのロータリー活動も課題が山積しているように感じております。 
草加松原ロータリークラブの皆さんにおきましては、草加ロータリークラブが設立されましたのが 60 年前、草加イ
ブニングロータリークラブが 30年前に設立されまして、その足跡、礎を携えて 10年前に草加松原ロータリークラブ
が設立されました。1年 1年皆さんの先達を・実績を携えて、1年 1年会員のお力で実績を積み重ねて来られた 10
年だと思います。今年度も、この実績を礎にされまして、加藤会長・鈴木幹事を中心に素晴らしい活躍をご期待申
し上げたいと思います。第 9 グループといたしましても皆様のお力をお借りしながらガバナーから課せられた課題
がございます。是非皆さんのご理解とお力をお借りいたしまして成功させたいと思っておりますので、高い席から
ではございますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
改めまして草加松原ロータリークラブの皆さんのご活躍とご発展をご祈念してご挨拶とさせていただきます。本日
は誠におめでとうございます。 
 
 

                                                           草加市長   浅井昌志様 
 皆さんこんばんは、草加松原ロータリークラブ、今年度第一例会と言う事で多くの皆様の参加を得て行われます
こと、お慶び申し上げます。 
 また、10 周年記念お招きいただきまして誠にありがとうございました。盛大な会で多くの方が満足・納得をされて
いたように感じます。非常に重要なことだと思いますので、これからもよろしくお願いをいたします。 
草加松原ロータリークラブの皆様には、地域に根差した様々な奉仕活動、豊かな町づくりにご尽力をいただいてお
ります。改めてお礼を申し上げます。昨年度になるのでしょうか、「みんなの人生を豊かにするために」ということ
で、草加松原ロータリークラブの皆さんの考えと草加市として共鳴する部分が非常に多くあると考えています。 
今日この会場に入ってきて一番初め目にとまったのがこの「イマジン」もしかしてジョン・レノン？正しいかわかり

ませんが、私の認識のところで言うと、「イマジン」とは、船に真実を求めて目的、目的と言うのは真実を求めて目
的を達成していくと認識しています。非常に良いキャッチフレーズだと改めて感じています。 
「人の幸せ」と言う事で、「青少年の主張大会」がありました。その中で子ども達が考えていることで私が感じたこ

とは、人の幸福と言うのは、幸福度は豊かさのみでは満たされない、精神的な豊かさが必須なのだ、自分が人の
ために、人から必要とされる存在になりたいのだと言う子達が非常に多かったです。あとは、「人権」自分自身の
勇気が非常に大切だと言う事を訴えている子がいました。そのような時代になってきている。 
その中で、「人の幸せ」と言う部分で申し上げると、森鷗外の「高瀬舟」「足るを知る～」幸せを感じる、たとえ自分
がどんなに貧しくても、自分がこのことについて満足をしているならば幸せだ！どんなに物理的に豊かだとしても、
満足できなければ幸せではない！考えさせられる内容だと思います。人の生き方には色々あるし、その生き方自
信を周りは肯定をしていくべきなのだろうと思います。 
 もう一つは、「One for all All for one（ワンフォーオールフォーワン）」と言う言葉があります。一般的には「みんな
は一人のために、一人はみんなのために」と捉えることが多いのですが、ある意味では、組織論的なところから申
し上げると、みんなは一つの目的のために、目的はみんなのために」と言う事に解されるのではないかと思いま
す。「One for all All for one」の元々の解釈が間違えているとは思わないのですが、我々人間が社会の中で生きて
いく中でどうしても自分自身のみんなが同じ目的のために活動する。それがみんなのためになる。まさに草加松
原ロータリークラブさんの考え方と一致すること、ロータリーの考え方がそうだと思います。そのような意味も含め
てこれから草加の町も「be kind to」やさしくなろうという気持ちのもとで、「優しさがあふれる町」というものを作って
いかれたら良いなと思っていますので、ぜひともご理解とご協力をお願いしたいと思います。最後になりますけど、
草加松原ロータリークラブの益々のご発展と皆様方のご健勝を祈念いたしまして一言挨拶とさせていただきます。
どうもありがとございました。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   川井大輔会員 
 皆さんこんばんは、ガバナー補佐齋藤さん・補佐幹事の竹内さんようこそお越しくださいました。：齋藤さんは話が
上手なので聞いていて安心します。1年ご指導宜しくお願いします。 
 会長・幹事、1年間よろしくお願い致します。私は今年でロータリー32年になります。最初の草加ロータリーに入会
しまして、草加ロータリーは埼玉県で 6番目にできたロータリークラブです。私が入会した時には 
会員数が 65 名くらいでした。昼間の例会で、埼玉銀行で例会をしていました。まずは出席が非常に厳しかったで
す。欠席すると自宅に電話がかかってくる。ですから私自身も 25 年間は快出席でした。その後体調が悪くなり、現
在「起立性低血圧」という難病なのですがここの所、欠席が多くなり大変申し訳ないと思っています。今年度情報委
員長を仰せ使いましたのでなるべく例会には出席したいと思っています。 
 実は今日運転免許を返納してきました。大きな事故を起こすと大変なことになります。まして私は保険屋をやって
いますので人を傷つけたら大変なことになりますので、家族からも進められましたので！ 
 今年32年目になりますが、草加松原ＲＣが誕生したこと時のことを少し話したいと思います。ちょうど私が草加RC
の会長を拝命しておりました。その当時河井孝夫さんが草加 ERCの会長をしていました。河井さんは私と同年代で
1 歳下でした。草加 RC も元気がなくなっていたので、思い切って一緒になろうと話をしました。紆余曲折はありまし
たが結果的には一緒になって良かったと思います。この間の 10 周年もそうですが、二階堂さんを始め実行委員長
さんが非常に一生懸命やっていただいて、あそこまで立派にとは思っていませんでした。お客様も大勢来ていただ
き良かったです。この 1年間私の知っている限りの情報をお伝えしていきたいと思います。 
 
 
 
  会田小弥太会員 
 皆さんこんばんは、加藤会長・鈴木幹事 1 年間よろしくお願い致します。大変だとは思いますが、荒波を乗り切っ
て頑張って下さい。齋藤さん・竹内さんようこそ！タイに行った時にはお世話になりました。草加シティ RC の皆さん
は女性が元気ありますね。素晴らしいです！ 
今、川井さんから話がありましたように、川井さんは草加ＲＣ、私は草加ＥＲＣ、10 周年が終わったので丁度 30 年、
今年が 31 年目になります。だいぶ長くやっています。飽きつつもあるのだけどもなんとなくやっています。草加 ERC
は、草加 RCが親クラブですからそこででき 
た、今考えると運命的に当たり前のことなのかな～と感じがします。その時の会長さんが田川さんでした。特別代表
が大久保さんでした。大変お世話になりました。たぶんここで草加 ERC の発会式をした記憶があります。チャーター
メンバーが 42名くらいで一番多い時が 44名くらいだったように記憶しています。草加 ECから 6・7名の方が移籍さ
れたように思います。加藤修三さん・森田さん・芝田さんなどの新しいメンバーが入りイブニングができました。合併
までは 20年の歴史です。草加 RCが 50 年、イブニングが 20年で合併して 10 年ですから！その時のチャーターメ
ンバーが篠宮さん・長谷部さん・私を入れて 3 名です。ロータリーの活動をしている方が長生きできるのではないか
と思います。 
 イブニングは「黄色いハンカチ運動」を始めます。先日も 10 周年に代表の佐藤若葉さんが見えましたが、本部は
栃木県大田原にあります。最初に当時代表の宇野先生がおっしゃったのは、やるのでしたら草の根のように、長く
やってほしいと言われました。ふささら祭などで配っていますが、実際にハンカチを持っていて助かったという方があ
いさつに来られることもあります。ほんの僅かですけど、助かったという人がいれば、続けていくことは良いことだと
感じています。今後色々な考えはあると思いますが続けていってほしいと思います。 
 
 

   長谷部健一会員 
 皆さんこんばんは、加藤会長・鈴木幹事第一例会の盛会、誠におめでとうございます。昨年 11 月中央公民館で
「河の童」草加公演を二階堂会長のもと上演しました。それはプロのデフ・パペット声が出せない方と健常者で人形
劇を演じる、それを草加で初めて公演したいとの話があり、加藤会長・前二階堂会長・木村会員と会議に参加して
公演を実施したのですが、その趣旨は草加市内で障がいがあるお子さん達を温かく迎える施設はあるが、お子さ
ん達が演劇などを見に行った時に大きな声を出してしまったりすると周りの方に迷惑がかかるので行きたくても行
かれないと制限があった。また貧困家庭な子ども達がお金を払っていくことは難しいと言う事もありまして、障害の
あるお子さん達、それを見守っている保護者の方、貧困家庭の子ども達を招待してやりました。中央公民館は 400
名入るホールなのですが、コロナの関係で半分しか入れられない 200 人限定でやりました。多くの方に来ていただ
き楽しんでいただきましたが、難しい内容の劇だったのであれはどういう劇だったのかなどと帰りながら話をして言
ったなどとも聞いています。そして「河の童」公演が成功したのでこれで終わりかと思っていましたら、そのメンバー
は「草加親子劇場」が協力してやったのですが、これで終わってしまうのはもったいないと言う事で、今まで障がい
のある子ども達や貧困家庭の子ども達に対して娯楽を提供すると言う事がなかったので、これを続けていった方が
良いのではとなりました。先月齋藤幸子さんが実行委員長で「いきいき音楽会」アコスホールで開催され、障がいの
ある皆さんも出演をして、また客席で観てみんなで楽しむことができて良かったと思いました。草加松原のやった
「河の童」もそでとおなじような目的でやり、それを続ける来年 1 月草加文化会館ホールを押さえています。その前
に草加市今様本陣 2 階で「草加わっぱまつり」出演は「クラウンじんごろうさん」太っちょのお笑い系パフォーマーと
お馴染みのそうか音楽院「アンサンブルイミュ」2 つのグループに出演していただき 2 部の 2 回公演ですることでい
ま進めています。なにぶん無料公演でするので資金的に厳しい部分もあります。会場で次回開催のためのご寄付
をお願いするのですが、草加松原ロータリークラブとしてもきっかけになった「河の童」を創立 10 周年記念事業とし
て行った関係もあるので 3 年くらいは応援していった方がとのご意見もありますので今日チラシをもってこさせてい
ただきました。この主旨にご賛同いただけます方はご寄付をしていただけましたらお預かりしたいと思います。よろ
しくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 5 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 22,000 円 累計 22,000 円 

7 月 5 日  出 席 報 告 

会員総数 31 出席 20 

出席免除  ３ ＭＵ  2 

出席適用 28 出席率 78.57 

今後のプログラム  
7/19  クラブ協議会         レセプション 
7/26  瀬戸健一郎様を偲ぶ会  レセプション 
8/2  誕生祝・結婚祝       レセプション 

齋藤 幸子様  第１例会盛大に開催されましたことお祝い申し上げます。益々のご活躍をご祈念申し上げます。 
竹内 雪子様  第１例会にお招きいただきありがとうございます。10 周年を迎えられますます発展されますよう

ご祈念申し上げます。 
加藤 芳隆会長 第 1例会からいよいよ新年度が始まります。 

1年間鈴木幹事と活動していきますので、ご協力をよろしくお願いします。 
鈴木  努幹事 本日から加藤会長そして幹事鈴木で 1年間やって参ります。皆さんくれぐれもご指導・ご協力そし

てまたご協力のほど、宜しくお願いします。 
会田小弥太会員 加藤・鈴木年度、1年間宜しくお願い致します。 

草加市長浅井昌志様、齋藤ガバナー補佐、竹内ガバナー補佐幹事ようようこそ 
飯山 英彦会員 加藤会長・鈴木幹事第 1例会おめでとうございます。 
牛山 信康会員 いよいよ新年度、新鮮な気持ちで皆さん元気で参りましょう。 

私、親睦委員長を務めます。よろしくお願いします。 
大塚 嘉一会員 加藤会長・鈴木幹事、１年間よろしくお願い申し上げます。 
川井 大輔会員 加藤・鈴木丸の船出を祝して！ 
木村 博行会員 お客様ようこそ！加藤会長・鈴木幹事、新しい船出ですね。 

1年間よろしくお願い致します。台風のおかげで少し涼しくなりましたね。 
佐々木一男会員 加藤・鈴木年度、1年間よろしくお願いします。お客様いらっしゃいませ 
篠宮 時雄会員 加藤・鈴木年度、1年間よろしくお願いします。 
田川 富一会員 加藤・佐藤丸の出船を祝して！鈴木さんの埼玉県信用金庫本店の幹事就任おめでとうございます。 
田中 和郎会員 加藤・鈴木年度いよいよ出発です。頑張って下さい。今日 4回目のワクチン接種をしました。 
        参議院議員選挙の投票もしてきました。 
富永  悟会員 加藤・鈴木年度、1年間よろしくお願いします。 
二階堂祐司会員 いよいよ加藤・鈴木年度の始まりです。皆で盛り上げましょう 
長谷部健一会員 加藤・鈴木丸の船出を心よりお祝い申し上げます。 
山崎 秀美会員 待ちに待った加藤・鈴木年度の船出です。1年間よろしく、頑張って下さい。 
        お客様の皆様ようこそ 
渡辺美和子会員 加藤会長・鈴木幹事の明るい年度で楽しみます。 

 幹事報告       鈴木 努幹事 
 皆さんこんばんは、新年度幹事を務めます鈴木でございます。ご協力の程宜しくお願い致します。 
幹事報告として 4つのセミナーのご案内です。 
１．3部門 1委員会合同セミナー                ３．ロータリー財団部門セミナー 
開催日  7月 16日(土) 川口フレンディア          開催日 7月 30日(土) 14：00～ 
予定者  加藤会長 大塚管理運営委員長             会場   パレスホテル大宮 

山崎研修リーダー                        予定者  加藤会長・ 幹事・飯山財団委委員長 
佐々木公共イメージ委員長           ４．米山記念奨学部門セミナー 
二階堂クラブ活性化委員長             開催日 ８月 7日（土） 14：00～ 

       木村会員増強委員長 飯山 IT委員長      会場  THE MARK GRAND HOTEL  
２．青少年奉仕部門セミナー                                      （旧ラフレさいたま） 
開催日 ７月 23日(土) 13：00～                 予定者はこれからです。 
会場   上尾市文化センター                   よろしくお願い致します。 
予定者  加藤会長・幹事・渡辺青少年奉仕委員長 

 大塚嘉一会員 
 皆さんこんばんは、加藤会長・鈴木幹事よろしくお願い
致します。お客様ありがとございます。私の息子は高 1に
なりました。身長は私を越えました。できれば私の1.5倍く
らいになってくれるとよいのですが・・・ 
私は春日部高校の出身で 3 年間柔道をしていました。息
子も小学校の時に柔道をしていましたが中学校ではお休
みで高校に入りまた始めました。跡をついてくれているよ
うでとてもうれしいです。ただ今試合をしたら私が勝ってし
まいますね！あと数年・何か月したらどうかな！ 
 ロータリーとは何か、ロータリアンと何かと色々議論は
あると思います。私は、ロータリアンは自由人の集まりで
はと思っています。さて私の息子が自由人になるかはわ
かりませんが、なってくれたら私の跡をついて頑張ってく
れたらよいなと思います。それまでは一生懸命仕事やロ
ータリーを頑張っていきたいと思います。皆さんご指導を
宜しくお願い致します。 


