第２０６２回例会報告議事録
日時 ２０年５月１３日（火曜日）
場所 ホテル マークワン 我孫子
時間 １２：３０点鐘

国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト グェン・ティ・トゥ・フォンさん
（米山奨学生）

会長挨拶・報告

小池喜之会長
材を受けました。こういう事がひとつのき
っかけになり、会員増強ということで我孫
子ロータリークラブがますます発展して行
ければ嬉しいかなと思います。
非常にありがたく思っています。
6 月 15 日頃の広報にレンゲ祭りの記事が
載る予定です。イースト情報には 5 月 23 日
に出るそうです。
野田さんの方からもご報告があると思い
ますが、本当にありがとうございました。
前回の合同例会、仮装していただいた栗
原さんは今日はお休みなのですが、見事に
お化粧をしていただいて、旅姿三人男を歌
っていただきました。その後のゴルフで、
団体優勝と、野田さんが個人優勝されまし
た。私も 2 位をいただきまして、ありがと
うございました。
前回、柏の田中駿平先生に来ていただき
まして、ノーベル物理学賞の小柴先生をお
迎えするにあたって、講演料の協力依頼が
来ています。 我孫子については、3 万く
らいは協力していただきたいとの事です。
ただし田中駿平さんが協力依頼と、その後
卓話もいただきましたので、その事も含め
まして 5 万円くらい協力して頂けないかと
のことです。このあとの理事会で決めさせ
てただきたいと思います。
6 月 7 日（土）午前 10 時から、小柴先生
の講演「やればできる」がアミュゼ柏であ
ります。無料です。確実に行ける人にチケ
ットをお渡ししたいとガバナー補佐幹事か
らお話がありました。
昨日、酒井さんと高島さんに、日台ロー
タリー親善会議に急遽出ていただきました。
ありがとうございました。

親睦委員会報告

立野親睦副委員長
腰をよくもんで、やっと東京に出て来て
やれやれと思ったら、そのうち女房が腰
をもめとか肩をもめとか言い出し、最近

先週のレンゲ祭りは盛大に行われました。
みなさんのご協力と、特に鈴木公三さんと
井上先生の所のご父兄、お子さんたちには
大変お世話になりました。
当初、我孫子広報に出しました時、応募
者ゼロということで、どうしようかと思い
ました。今後また行うならば、広報の仕方
も考えなければ行けないと言う反省も残っ
たのですが、それ以外に関しては、当日の朝、
小雨の中、会長ですから 6 時 20 分頃行き
まして、野田さんが次に来られて、「野田さ
ん、今日どうします？寒いし、雨降ってるし」
と私が申しますと、野田さんの一言が「せ
っかくだから、やろうよ」。そういうお言葉
をいただき、また、皆さんにも本当によく
協力していただき、利根川の景観を保護す
ると言う意味の中での凧揚げ大会、非常に
良かったと思います。
前の日に、豚汁の材料を 400 人分（実際
は 500 人分くらいあったんじゃないでしょ
うか）切って、なべ７個で炊き出しをしま
して、当日もご夫人の方々にもご協力をい
ただきました。余ってしまうかなと思った
のですが、松本さんが一つ鍋を食べてくだ
さり、ぴったり完食となりました。本人は
７杯だと言っていますが。
いずれにしましても、広い所で凧を上げ
て、私自身もすごく楽しくて、凧揚げがこ
んなに楽しいものなのかと思いました。
びっくりしたのは、大きな凧の下に 5 〜
7メートルくらいの鯉のぼりが２本、凧で揚
がり、凧ってすごいなと思いました。
できれば来年以降も継続していければな
と思います。
朝日新聞に、我孫子ロータリーとして取

結婚４０周年、和上さん、
おめでとうございます。
「４０周年だそうで…。私は小さい頃母の

は娘が肩をもんでよ、と言い出しまして、
今日はせっかくこんな高価なものをいた
だいたんですから、帰ったら肩でも揉ん

でやろうと思います。ありがとうござい
ました。」

社会奉仕委員会報告

野田社会奉仕委員長
れんげの純粋な蜂蜜ですので、出来
ればお求め頂ければ思います。
みなさんにご参加頂いて、またご夫人
関係にもご参加頂いて、有意義な一日を
過ごせたことに感謝しています。本当に
ありがとうございました。
丸田幹事より
翌日、日曜だったんですが、うちの社
員たちも凧が楽しくて、また揚げに行っ
たら、何家族か皆さんあの凧を揚げてい
たそうです。
松本次期地区幹事より
「次年度のガバナー候補の中森さんの所で
地区幹事の会合がありまして、凧揚げの
あと行きました。」
「来年の 10 月 24・25 日に地区大会が開か
れます。我孫子の会員の方にもご協力い
ただくと思いますので、よろしくお願い
いたします。」

米山奨学会報告

星野会員
は 16 名。非常に優秀な方々だそうです。
奨学生のグェン・ティ・トゥ・フォン
さんより
「ベトナムから来ました。中央学院大学で
経営と国際貿易を勉強しています。今、
４年生で就職活動をしています。よろし
くお願いします。日本の文化を知りたい
ので、是非教えてください。日本に来て
から５年になります。漢字は難しいです。」

先日のレンゲ祭り、本当に大成功とい
う事で、ご参加いただきまして、本当に
ありがとうございました。
心配された雨もやみ、「思えば成る」と
実感しました。
30 万円ということで予算を立てたので
すが、15 万円くらいで収まりました。
豚汁で 7 万ちょっとと、丸田さんの方
でご協力いただき、看板等もろもろ、そ
れと凧作りで約 15 万で収まりましたが、
来年は補助金の方を申請したいと思いま
す。
孫を連れて行ったのですが、子供たち
が自由に遊べる場所が少ない中、ゆうゆ
う公園はすばらしい場所だと思いました。
凧の会の方からも、来年も是非やって
くださいとのお話をいただきました。
れんげの蜂蜜採集ということで、今日、
1,500 円ということで預かっております。

先日の１０日の午後から、千葉で米山
のカウンセラー研修会に行って参りまし
た。
できるだけ、米山の奨学生とのつながり
をみなさんで持っていただきたいという
お話でしたので、よろしくお願いいたし
ます。
今年の米山の奨学生の応募は 39 名あっ
たそうで、その中で奨学生になられた方

出席報告

出席率８０.７％

姉妹クラブ委員会

昨年、米山記念奨学生の大会が台湾で
行われました。台湾には、米山奨学生で
日本に来て、後にロータリアンになって
ガバナー、パストガバナーになってとい
う方が大勢おられます。
台湾と日本と姉妹クラブになっている所
も多いのですが、交流も大変難しいとい

上村幹事（代理 ）

酒井姉妹クラブ委員長
うことで、合同の例会を開いたらどうか
と言う話になりました。
５月１２日に合同例会を東京で開く事
になり、昨日、品川のパシフィック東京
に高島さんと行って参りました。
会長さんと幹事さんに日本と台湾のマ
ークの入ったバッジを差し上げてくださ

いという事で預かって参りました。再来
年は台湾がホストということで、そのと
きは我孫子さん、よろしくということで、

幹事報告

成田コスモポリタンロータリークラブ
から、幹事の山下さんが急遽お亡くなり
になりましたので、追悼の意を表し、謹

カラスミを預かって参りました。
参加者は 700 数十名でした。

上村幹事
んでお知らせいたします。副幹事の池田
様が幹事代行をされるとのご報告があり
ました。

ニコニコ BOX

村越会員
和上会員
鈴木会員
井上会員
野田会員
小池会員
酒井会員
立野会員
高島会員

れんげ祭に参加出来なくて。
結婚 40 周年お祝いありがとうございました。考えてもいませんでした。
れんげ祭、成功を感謝して。
凧揚げ大会、成功を祝して。
合同例会ゴルフコンペ ゴルフで優勝しました。
１. れんげ祭、皆さんご協力ありがとうございました。
２. 合同例会ゴルフコンペ準優勝いただきました。ありがとうございました。
日台ロータリー親善会議出席

会長挨拶

小池会員

社会奉仕委員会より 野田会員

和上会員

結婚４０周年祝

松本次期地区幹事

結婚祝をいただいて 和上会員

米山奨学会より 星野会員

米山記念奨学金贈呈

米山奨学生 グェン・ティ・トゥ・フォンさん

姉妹クラブ委員会より 酒井会員

（メークアップをして出席率をアップしよう）
近隣ロータリークラブ例会表
クラブ名
曜日 例会場
--------------------------柏
水 三井ガーデンホテル
野田
月 野田商工会議所
柏西
金 ザ・クレストホテル
流山
木 流山市商工会議所
柏南
火 廣池学園会員会館
流山中央 火 流山市商工会議所
沼南
木 柏市沼南商工会館
白井
火 千葉信金白井支店
印西
水 習志野カントリークラブ
松戸
水 松戸伊勢丹１１F バンケットルーム
松戸中央
木 ボックスヒル８階クリスホール（第３例会のみ松戸）
松戸東
金 松戸伊勢丹１１F バンケットルーム（第４例会は１８：３０開会）
野田セントラル 水 野田商工会議所 １９時開会
野田東
金 野田商工会議所
（広報委員会より）
ロータリーの友 事務所へのメールは
web@rotary-no-tomo.jp
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