
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◆ 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 

◆ 会長あいさつ      加藤芳隆会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                       

  

 

 

８月３０日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、今日は ZOOM参加と言う事で来

栖さん、小笠原さん２名の方ありがとうございます。い

よいよ来週に迫りました細淵ガバナー公式訪問のリ

ハーサル例会に出席頂き、有難うございます。 

斎藤幸子ガバナー補佐・竹内雪子ガバナー補佐幹事

にもご臨席頂き有難うございます。本来でしたらもう

少し大勢いらっしゃるところでしたが、私も８月初めに

コロナの濃厚接触者と言う事で３．４日自粛いたしま

したが、会員の中にも濃厚接触者が出まして欠席と

いう連絡をいただきました。人数が少なくて申し訳ご

ざいません。 

先週もお話しさせていただきましたが、今年度の地

区セミナーもすべて終了致しまして、私も 5 回すべて

に。出席させていただきました。その際、こちらにいら

っしゃいますお二方とも５回全てお会いしました。大変

暑い中お疲れ様ございました。あれだけセミナーを開

くと言う事は地区役員の皆様も暑い中ご苦労された

のではないかと思っております。 

 

そのセミナーの中で、確か会員増強セミナーの全大会

の中での質問だったと思いますが、会員増強に付いき

ましてと言う事で、私もびっくり致しましたが、 

質問内容が、「夫婦の会員登録はいかがなものか」と

言う質問が出て、司会者がこの中に何人いらっしゃい

ますかと挙手をお願いしました。１５０人くらい参加者は

いらしたと思いますが、３名くらいいらっしゃいました。

その中のお１人が本日お越しいただいている竹内補佐

幹事です。ご夫婦で会員と言う事で家庭内でも共通の

話題や愚痴なども言えますから良いのかな！最初は

びっくりしましたが素晴らしいことだとか関心致しまし

た。そして、今日は、斎藤ガバナー補佐、竹内補佐幹

事にお越しいただいたわけでございますが、昼間は八

潮ロータリークラブの公式訪問例会リハーサル、夜は

私達の草加松原ロータリークラブの 2 か所でのリハー

サルで、お疲れの所でと思いますが、来週の本番に向

けて、細淵ガバナーのお人となりの卓話をお願いして

おりますので、宜しくお願い申上げまして、今日のご挨

拶にさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

第４９１回 例会 ９月６日 草加市文化会館 

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  

細淵雅邦ガバナー 
公式訪問例会 
ようこそおこしくださいました 

宜しくお願い致します 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                    第９グループガバナー補佐 齋藤幸子様 

              皆さんこんばんは、ガバナーについてのお話をしていただきたいとのご要望がございま

したので皆様よりたくさんお会いしていると思いますので、私の知る限りでご紹介をさせて

いただきたいと思います。 

             まずもって皆様の平素のロータリー活動に対して、敬意を表したいと思います。また今日

は竹内ガバナー補佐幹事とお招きただきましてありがとうございます。いよいよ来週ガバ 

ナー公式訪問となりますけど、今会長がお話しされましたように、各部門セミナーも終了いたしまして、それぞ 

れの部門、委員会の皆様も加藤会長・鈴木幹事を中心として活動がスタートしてのではないかと思います。 

 第９グループでは、八潮みらい RC さんが公式訪問終わっています。今日は八潮 RC さんの公式訪問リハー

サルと言う事で、私も６グループの公式訪問が終わるまで緊張しております。 

 皆さんの年度計画書の中に細淵雅邦ガバナーについて少しご紹介してありますが、１９６０年生まれと言うこ

とでございますが、ロータリーに入会されたのは２０１２年、浦和ロータリークラブ所属でございます。2017 年に

会長を務められ、それと並行して「レガシー」という資料を皆さんにお配りさせていただいていると思いますが

これが細淵ガバナーの東京オリンピックボート協会、国際ボート連盟理事と言うお役をお務めになり、オリンピ

ックの招致の担当ですとか、1年延期になったことでの大変さなどのお話しでございます。 

東京オリンピックは、皆さんご存じの通り、2020と言う事になっておりますが、1年間延期になりました。細淵

ガバナーは、ガバナー補佐をお受けになって、本当なら 1 年前にオリンピックは終わっているので、ガバナー

補佐も務められるとお受けになって、その頃からガバナーとお声がかかっていて、ガバナーエレクトとガバナ

ー補佐とオリンピックの本番が全部 2021 年に重なっていたというお話が当時は卓話の中で話されると思いま

す。各会長さんのところに、ガバナーの卓話時間を長めに取っていただくようにと地区から連絡があったと思

います。オリンピックボート協会理事のお立場の話、ロータリー活動のお話を交差をしながら話されると思いま

す。あとは RIテーマですとか 2770地区の活動方針.運営方針、皆さんのクラブのモチベーションの向上やクラ

ブへの支援をしますとの話をされると思います。あとは、ガバナー月信 8 月号が発信されていますが、この中

にも詳しく載っておりますので是非ご覧いただきたいと思います。 

オリンピックとガバナー補佐としてまたガバナーエレクトとしての年度が重なってのご苦労された話しをされ

ると思います。ガバナーのおひととなりは直に公式訪問の際に接して感じていただければと思います。このボ

ートと言う競技は、オリンピックの前に小池都知事が場所をどこに決めるかと言う事で、宮城を視察されていま

したよね！無駄な視察だと叩かれていましたが、実際にはボート競技がどこで行われたかネットで調べました

ら、海の森水上競技場中央防波堤および外側埋立地の間に水路を整備した 300億くらいかかったようです。 

相当皆さんから叩かれた施設を細淵ガバナーはこれからオリンピックの意味、レガシーと言う遺産ですね、残

してもらった施設をこれからどう活用しいくかを検証していくのですというようなお話もありました。 

 また細淵ガバナーは、各クラブの実情をしっかりとお調べになって、訪問してまいりますので、本当に皆さん

が発表した後の講評は、本当に素晴らしいなとの印象を持ちました。的確な講評と提言とございまして、皆さ

んの活動は素晴らしいのですが、それにまたガバナーの思いが込められた講評が聞けると思います。 

 八潮みらい RC のリハーサルの際に服装はどのようにしますかと質問が出ました。ガバナーご自身にお聞き

しましたら、私はネクタイをしていきますので、会長・幹事との懇談会の時は、ネクタイをして下さい。会員の皆

さんはお任せしますとのことでした。しっかりとお迎えをして、あとは楽しんでいただければと思います。宜しく

お願い致します。 

 



 

 

 

≪当日のタイムスケジュール≫ 

１６：３０             会長・幹事・会長エレクト・事務局員集合 

１６：３０～１７：００     ガバナー会場に到着予定 

１７：００～１７：５０     会長・幹事懇談会（ガバナー補佐・会長エレクト同席）    第 2会議室 

１７：００             会員集合 

１７：００～１７：４５     食事                                            グリーンパル 

１７：５０             記念撮影 

例  会  18：00～ 18：55          司会  ＳＡＡ 山口昭人会員   

18：00  ・開会点鐘                     ・会長あいさつ  

         ・国歌斉唱                            ・幹事報告 

・ロータリーソング斉唱     18：10 ・細淵雅邦ガバナー卓話 

・ロータリーの目的                    ・ニコニコ 

・四つのテスト唱和                ・出席報告 

・お客様紹介          18：55  ・閉会点鐘 

          

休憩  18：55～19：00 

クラブ協議会 

   19：00～                 進行  加藤芳隆会長   

＊管理運営部門       (大塚嘉一委員長)    ＊奉仕プロジェクト部門 （森 勇一委員長） 

  プログラム委員会    （長谷部健一委員長）     職業奉仕委員会   （森 勇一委員長） 

出席委員会           （松田龍美委員長）    社会奉仕委員会  （二階堂祐司委員長） 

親睦活動委員会       （牛山信康委員長）     青少年奉仕委員会 （渡辺美和子委員長） 

ロータリー情報委員会 （川井大輔委員長）       国際奉仕委員会     （富永 悟委員長） 

ガバナー講評                                  ガバナー講評 

＊公共イメージ部門   （佐々木一男委員長）   ＊ロータリー財団部門   （飯山英彦委員長） 

 ＩＴ委員会       （飯山英彦委員長）  ＊米山記念奨学部門     （来栖勝幸委員長） 

  ガバナー講評                               ＊ＳＡＡ                  （山口昭人会員） 

＊会員増強維持部門                         ガバナー講評 

会員増強維持委員会   （木村博行委員長）  ＊齋藤幸子ガバナー補佐挨拶 

   職業分類選考委員会 （小笠原薫子委員長） ＊閉会  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 月２３日 ニコニコＢＯＸ 

金額 19,201 円 累計 95,201 円 

8 月２３日  出 席 報 告 9 

会員総数 31 出席 １4 

出席免除  7 ＭＵ  2 

出席適用 24 出席率 66.67 

加藤 芳隆会長 今日は細淵ガバナー公式訪問リハーサル、齋藤ガバナー補佐・竹内補佐幹事ご臨席いただき
有難うございます。来週の本番と大勢の会員のご参加宜しくお願い致します。 

鈴木  努幹事 夏ももう終わりですかネ！今日はリハーサルです。張り切ってまいりましょう。 
飯山 英彦会員 齋藤幸子がバナー補佐、竹内雪子補佐幹事ようこそ 
大塚 嘉一会員 娘(大 3)が就活の真最中です。良いご縁に恵まれますようにと祈りながら応援しています。 
牛山 信康会員 今夜はリハーサル、齋藤ガバナー補佐ご指導宜しくお願いします。 
        それから私も「トップガン」を見てきました。“迫力満点”お勧めです。 
川井 大輔会員 齋藤ガバナー補佐ようこそ！体調不良のため例会欠席続きで申し訳ありません 
木村 博行会員 齋藤幸子がバナー補佐、竹内雪子補佐幹事ようこそ、リハーサル宜しくお願いします。 
富永  悟会員 今年はガバナー公式訪問が早いですね！ 
二階堂祐司会員 この前の飲み会で余った 2,201円をプラスしてニコニコ BOXに入れます。 
        齋藤ガバナー補佐・竹内補佐幹事ようこそ！ 
長谷部健一会員 今日は公式訪問例会のリハーサルです。宜しくお願いします。 

齋藤ガバナー補佐、竹内補佐幹事ようこそお越し下さいました。 
森  勇一会員 27日新国立競技場で「矢沢永吉のコンサート」へ行ってきました。 

永ちゃん 72歳、メチャクチャ若いです。私も年を取ったらああなりたいです。 
山崎 秀美会員 公式訪問リハーサル、皆様しっかり練習しましょう。 

ガバナー補佐 斉藤様と補佐 竹内様ようこそ 
 

今後のプログラム  
9/13  誕生祝・結婚祝         レセプション 
9/20  卓話「草加せんべいと私」  今様本陣 

賽音吉雅〈センジャー〉さん 
9/27  卓話 ロータリーの友地区代表委員 
       山内一浩様         レセプション 

齋藤幸子ガバナー補佐講評 
皆さんお疲れさまでした。コロナ禍も 3年になりましたが 1週間前に草加市の罹患者と人口で割ってみ 
ましたら、100人に 13人が罹っている。どこでどうなったかわからない状況の中で、若い人が多いと言う事で、あま
り重症化しないのでまん延していると言う状況の中、皆さん工夫しながら活動していると思います。特に学生を対
象とした活.00.0動につきましては、今日八潮さんでも話をしたのですが、高校 3年生は、3年間コロナ禍での高校
生活なのです。八潮さんでは色々な奉仕活動をしているようなのですが、職業の紹介や面接などしているようです
が、やはり体験をしないと成長しないと思うので、学生を対象とした事業を何とかクリアして続けていっていただけ
ればと思いました。皆さんの発表を聞きながら思いました。 
 まず、管理運営部門ですが、人を集めてすることができない、難しい、でもプログラムをしっかり立ててロータリー
が楽しいという思いを作ってやっていきたいとうこと、素晴らしいことと思います。親睦委員会楽しい企画を立てて
実行していくとございました。はじめとおしまい、日本人は開会の言葉があって閉会の言葉がある、ロータリー活
動そのものが日本人のポリシーだと思います。楽しいだけではなく、けじめをしっかりとつけた委員会活動を望ん
でいます。宜しくお願い致します。川井さんのお話の中でガバナー月信の案内など情報を提供しますとありました
が、私もロータリアンになって日は浅いですが、先輩の百瀬さんがおっしゃるには、とにかく「ロータリーの友」を読
みなさいと強い命令がございました。私どもの会は、例会の時に「ロータリーの友」を読んで感想を述べていただく
ようなことをやっています。情報を共有することが大事と思います。公共イメージは、ポリオ撲滅キャンペーンなど
と書いてありますが、セミナーの中でポリオの菌がイギリス・アメリカでも発生したと報じられていました。今まであ
と2か国と言っていましたが、それ以外の国で発生したと言う事でこのままほっておくと10年間くらいほっておくと、
20万人くらいに広まってしまうと計算をしているようでございますので重要な活動だと思います。 
会員増強維持部門では 5 名ぜひ達成していただきたいと思います。地区で今パンフレットを作っています。それを
使って増強井役立てていただければと思います。私はボランティア活動でやってきましたのでロータリー活動も同
じように考えていましたが職業奉仕とボランティアは違うと私も理解できたと思います。森さんの本番の発表もじっ
くりと伺いたいと思います。宜しくお願い致します。奉仕プロジェクト活動がコロナ禍で色々中止になっています。
バレーボール大会開催出来て良かったですね！子ども食堂、草加高校 JRC 部の活動、先ほども話しましたが高
校生活も疲弊していると思いますので、こうした活動に参加を促していただければと思います。新規事業「保護猫
の理解」ということで、今「保護猫・保護犬」について色々な活動が取り上げられていると思います。国際奉仕、ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝとの活動、コロナ禍ですが活動頑張って下さい。財団・米山についてはご寄付いただいているので私から申し
上げることはございません。IT 関係 MyRotary 登録確認の要望があり確認しています。地区大会、「LGBTQ」につ
いてジェンダーの方も講演会をして発表をさせていただきたいと思います。ご理解ご協力を宜しくお願い致します。 

 

 
 幹事報告       鈴木 努幹事 
 皆さんこんばんは、幹事報告をさせていただきます。お知らせが１件ございます。 

＊草加松原ロータリークラブ杯バレーボール大会開催について 

 開催日 ９月１９日(祝・月)  開会式 午前９時３０分～  ※９時１５分までに集合 

 会 場  記念体育館 ご参加を宜しくお願い致します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


