
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◆ お客様 (有)若林造園 若林秀次様 

◆ 会長あいさつ      加藤芳隆会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                       

  

 

 

 

第４８５回 例会 ７月１９日 草加市文化会館 

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  

 幹事報告       鈴木 努幹事 
 皆さんこんばんは、幹事報告として 2 点ほど申し上げ
ます。会長からもお話がありましたがセミナーの出席の
確認をさせていただきます。 
１．3部門 1委員会合同セミナー 
  開催日 7月 16日(土) 川口フレンディア 
        12:30(登録開始)～17：00 (終了予定) 
  予定者  会長             加藤会長 

管理運営        大塚委員長 
        クラブ研修リーダー  山崎研修リーダー 
        公共イメージ      佐々木委員長 
        クラブ活性化      二階堂会員 
           会員増強維持    （代理：鈴木幹事） 
        ＩＴ委員会        飯山委員長 
２．本日の会報に誤植がございました。ニコニコ BOXの
累計金額が￥21,000 です。訂正をよろしくお願い致
します。 

1回訪問では無理でしょうから、何回か出向きお声掛け

をし、9 月６日ガバナー公式訪問に入会式が行えれば

良いと思っております。 

他にご推薦いただける方が、いらっしゃいましたら教え

て下さい。勧誘のお願いに回りたいと思います。宜しく

お願い致します。 

そしてコロナで２年間、オンライン開催で行っていました

部門別セミ―ナーが、今週の土曜日から４週連続で開

催されます。担当の委員長さんは、お忙しとは思いま

すが、参加して頂けると、幸いです。 

ご参加を、宜しくお願い申し上げまして、ご挨拶に代え

させて頂きます。本日もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さんこんばんは、皆さんこんばんは、７月５日、今

年度スタートの際は、大勢の皆様に出席して頂き、有

難うございました。各委員長さん、事務局のおかげで

第一例会が無事終了する事が出来ました。第９グル

ープでは、コロナ過の為、原則的には会長・幹事はご

招待しない決定でしたが、 八潮ロータリークラブで

は、４８周年記念第一例会との事で、ご招待されまし

たので、出席して参りました、 厳格な雰囲気の中、

几帳面に開かれていましたので、私も大変緊張しまし

た。そのまま当日は、草加松原ロータリークラブの第

一例会でしたので、緊張がほぐれないままでしたか

ら、より自分で何の話をしたか？記憶があいまいにな

りました。 

挨拶の中で、今すぐ出来る活動は、「会員増強ですか

ら・・・」と話をさせて頂き、細渕雅邦ガバナーの今年

の活動方針の中で「コロナ過で会員が減少し活動が

停止してしまいましたので、会員増強に力を入れる」

事でございました。当クラブでも、会員の訃報や退会

により、現在３１名に成ってしまいました。一番多い時

には 40 数名居ったので、何とか会員増強をと言う事

で、明日ですが、木村会員増強委員長、鈴木幹事、

私で、現在長谷部さんからご推薦いただいている１名

と 3人で推薦を決めました３名に入会のお誘いにいっ

てまいります。 
 

７月１２日の例会記録 

 

＊＊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 

        クラブ協議会 
          

 
 

    

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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                                                 木村博行実行委員長 
 皆さんこんばんは、10周年お疲れさまでした。あれから2週間が経ってしまいましたが、肝心の市へのシンボル

ツリーがまだ渡されていないのですが、プロの方に選んでもらわないといけない、コンクリートの関係で大きけれ

ばよいと言う事でなくて、それなりのサイズや芽の張り方など制限がたくさんあります。その中で若林さんにご苦

労いただき選んできていただきました。そのことを若林さんの方からお話しいただきます。宜しくお願い致します。 

 

(有)若林造園  若林秀次様 
           こんばんは、ただいまご紹介いただきました若林と申します。本日は、草加市役所新庁舎の

シンボルツリーについて現時点までの経緯をご説明させていただきます。よろしくお願い致しま

す。3 月頃に加藤さんより草加松原ロータリークラブ様の 10 周年の事業で草加市役所新庁舎

の「シンボルツリーの松の植樹」を考えているとお話をいただきました。ありがとうございます。 

そこで早速、実行委員長の木村様、前会長の二階堂様、佐々木様、加藤様に私も参加をさせていただきました。 

その際に図面を拝見させていただき、植樹場所は玄関の入口右側で、２ｍ角、深さが１ｍ１０ｃｍに植樹すると言

うことがわかりました。普通の植樹とは少し変わりましたので、私の方から高さが３m～４ｍ、枝張りが２ｍ～２．５

ｍの移植物が良いのではないかと提案をさせていただきました。それから松を探す日々がスタートするのです

が、４月頃から地元の安行、浦和大門、見沼田んぼと、色々なところに行きましたが、見つかりませんでした。 

続いて市場関係、安行市場、久喜、幸手、千葉の東金とあちらこちらに電話をしていただき探していただきまし

た。２本だけ東金の方で見つかりましたと言う事で、現地に確認しに行きました。しかし私が考えている松とは違

いましたのでお断りしました。なぜこんなに松がないのかと聞いたところ、数年前から中国で日本庭園作りが盛

んで、松や薪その他が輸出して数が少ないそうです。生産者は中国向けに生産しているそうです。コンテナに入

るような小さな松を生産していると言う事だそうです。なかなか見つかりませんでしたが、５月になり友人から九

十九里で盆栽作りの松を持っている方がいるお聞き、すぐに連絡をとり「３本の松」の写真を送っていただきまし

た。皆様にお配りした写真がその１本でございます。千葉県山武郡、九十九里、片貝の小川産業さんに私もすぐ

に見に行きました。高さが３ｍくらい、幹回りも太く、素晴らしい松が見つかりました。そして６月に入り市役所の

技師の金沢さんと打ち合わせをさせていただきました。時間がなく片貝には見に行くことはできないと言う事でご

ざいました。草加市長と写真等を見ながら確認をして、決めさせていただきたいと言う事で検討をしていただきま

した。６月中旬過ぎに植樹場所を考慮した結果、高さが３．５m、幹周りが７９cm、枝張りが２．３m の松が良いと

の連絡をいただきましたので、本日決まりました松の写真を付けてあります。皆様にご確認をしていただければ

と思っております。 

 今後の予定としましては、秋の彼岸過ぎ、涼しくなってから松を掘っていただき、私共の畑に移植をしたいと思

います。それはこちらの土に慣らすためです。向こうは砂地なものですからすぐに赤土では馴染みが悪いもので

すからこちらに一度移植をして白根を出させてそれを巻いて植えると 

いう形をとりたいと思っております。来年の２月頃に植樹をするという 

形になると思います。まだ決定ではないのですが、そのように聞いて 

おります。異常が現時点までの経緯でございます。貴重の時間を 

ありがとうございました。 

≪質問≫ 

Q 現時点はどこにあるのですか 

A 千葉にあります。 

  一度掘り起こし、砂場なので、赤土に慣らします。１か月半くらいで 

 白根が出てきます。 

Ｑ これ以上大きくはなるのですか 

Ａ 大きくなります。 

Q 来年２月中旬が植樹の予定ですね！ 

A そのころになると思います。入札がこれからになります。 

Q 実行委員長、私達の記念撮影ができるのはいつ頃になりますか？ 

A 来年の春頃になりそうですね！ 

 

 

10周年記念・草加市役所新庁舎記念植樹について 



                                誕生祝 ７月１０日  加藤芳隆会長 

 誕生日のお祝いをいただきありがとうございます。私は７月１０日で６９歳です。誕生祝のあいさつは考えて

きませんでしたので、今頭の中で整理をしています。前にもお話をしたと思いますが、今年も娘と孫が夏休み

で６月１８日に成田着で帰って来ました。今４年生の孫と寝ています。上の子は、１３歳です。大変かわいいで

す。当然自分の子はかわいいですが、孫は別格ですよね！ 

アメリカ育ちの女の子なので、チューをしたり、ハグをしたり、飛びついてきたりしてくれるものですから、成田

にも私が迎えに行きましたのでハグで出迎え、今日も２時３０分頃、学校から帰ってきた際に飛びついてき

て、ほっぺにチューをしてくれました。かわいいですね！今人生で一番幸せな時期ですね！ 

家は、3女が跡をとってくれましたが、まだ子どもがいないので、早くできるといいな～と願っています。 

父親は 71 歳で、約 40 年前に亡くなりました。それに近づいてきたと言う事、感無量です。その当時と今は

違いますが、人間ドックにも行っていますし、今病気はないので、80 歳過ぎくらいまでは元気でゴルフをした

り、バトミントンもやっていますので、健康で出来れば良いな～と思っているところです。 

孫には「じーじ」と呼ばれていますが、お兄さんと呼べと言いましたら「お兄さんじーじ」と言っています。 

今は、家庭内が明るくなっています。8月15日には帰国しますので、元の二人の生活に戻ります。お互い好き

なことをしていて別行動が多く、一緒に行動することは少ないのですが、食べたいものがあると出かけます。

ロータリーの家族例会などにも誘ってはいますが、誘い方が悪いのか、なかなか参加ＯＫをいただけないの

で、これからも声をかけていきたいと思います。これからも宜しくお願い致します。ありがとうございました。 
                       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 誕生祝  ７月３０日   来栖勝幸会員 

                       皆さんこんばんは、長く活動ができなくて誠に恐縮でございます。 

なかなかコロナが収束せずに、うちの母親が命には別状はないのです

が、入院など色々ありまして、面倒を見るようになってきております。今は

うちの妻が同居している中で、母親の面倒を見てくれるのでとても助かっ

ています。なので家族で力を合わせながら、お願いする相手がいるという

のは、私も幸せだと思いつつ、苦労させている状況です。もう少し落ち着

いてインフルエンザのように治るようになりましたら、参加できなかった分

も一生懸命頑張っていきたいと思います。もう少しお時間を下さい。よろし

くお願い致します。 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 月１２日 ニコニコＢＯＸ 

金額 11,000 円 累計 33,000 円 

7 月１２日  出 席 報 告 

会員総数 31 出席 12 

出席免除  6 ＭＵ  2 

出席適用 25 出席率 56.00 

加藤 芳隆会長 誕生祝の皆様おめでとうございます。7月 10日で 69歳になりました。60代もあと 1年です。 
        頑張ります。ありがとうございました。 
鈴木  努幹事 7月の誕生祝の方々、おめでとうございます。 

昔は幾分涼しかった時期だったと思いますが、今生まれる赤ちゃんは大変ですネ。 
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 誕生祝・結婚祝の皆様おめでとうございます。少し暑さがやわらぎましたが、雨がほとんど降
りません。野菜や草花、植木がカラカラになりそうです。雨いっぱい降って！！ 

木村 博行会員 誕生祝の皆様おめでとうございます。暑い日が続いていますので、熱中症に気をつけて、いい
汗を書きましょう！！快眠・快食を心がけましょう。 

田中 和郎会員 コロナの感染が再拡大しています。お互い注意しましょう。 
富永  悟会員 お誕生日・結婚祝の皆様、おめでとうございます。 
二階堂祐司会員 昨日は久しぶりにスクワットをやったら、今日は筋肉痛です。 

翌日筋肉痛になるのは若い証拠ですね！ 
長谷部健一会員 誕生・結婚祝の皆様お目出とうございます。戻り梅雨のようなうっとうしい天気でしたね。 
        若林様、ようこそお越し下さいました。 
山崎 秀美会員 誕生祝の皆様おめでとうございます。 
 

今後のプログラム  
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 
8/9  暑気払い例会        シュガー・ヒル 

 10周年実行委員会     
木村博行実行委員長 

 皆さんこんばんは、皆さんのお手元に記念式典で 

写真家の青柳さんが撮ってくれました集合写真が 

届いていると思います。 

私と二階堂前会長の素晴らしい笑顔を見て下さい。 

いかに最後の写真がホッとしたかわかると思います。 

以上です。ありがとうございました。 

 

 プログラム委員会     長谷部健一委員長 

 皆さんこんばんは、お手元に平澤仁さんのヴァイオリ

ンリサイタルのチラシをお配りしました。これは 10 周年

記念の少し前に送っていただきましたが昨年元財団奨

学生と言う事で卓話にきていただき、ヴァイオリン演奏

もしていただきました。 

またチャンスがありましたらとご連絡いただきました。今

日の理事会にかけますが、今年のクリスマス例会で、

クラシックのヴァイオリン演奏を聞きながらディナーを楽

しむ企画をしています。 

配るチャンスがなく、今回のリサイタルは終わってしま

いました。情報としてお配りさせていただきました。 

 

 社会奉仕委員会  二階堂祐司委員長 

 皆さんこんばんは、ご存じの方もいらっしゃる

かと思いますが、今年度の「草加ふささら祭」で

すが、10 月 2 日に開催を予定しておりました

が、中止を決定しましたと連絡がありました。こ

うなると「福祉まつり」も中止となる可能性もある

かもしれません。残念ですが「ふささら祭り」で

の「黄色いハンカチ運動」は中止ですよろしくお

願い致します。 

 


