
国家斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」

第２１７７回例会報告議事録
日時　２２年１２月７日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

出席率７７.８％

宮本出席委員長出席報告

　あゆみの郷の理事長としてお願いがあります。初めて我孫子市で川瀬巴水の
展覧会が市民プラザで行なわれます。本日はその説明に、あゆみの郷・都市
建設公社の豊田専務理事とコーディネーターの鈴木様に来ていただきました。
　お願いばかりなのですが、正月２日、箱根駅伝のバス５台のメンバーが集ま
りましたが、まだ余裕がございますので、是非参加の方をお願い致します。星
野会長と栗原理事もがんばっておられます。

あゆみの郷　理事長　上村晃一会員あゆみの郷よりお願い

　貴重なお時間をいただきましてお邪魔させていただいております。
あゆみの郷・都市建設公社は、財団法人として市の施設の管理や観光事業等の
仕事をしております。上村建設の上村会長に私どもの財団の理事長を勤めていた
だいている関係でＰＲさせていただきます。
　この４月に柏の高島屋で川瀬巴水展が行なわれ、約１万人の方に見に来ていた
だきました。ポスターの版画は、昭和５年の手賀沼を川瀬巴水が描いたという事
です。我孫子市でも是非やりたいという鈴木さんのお話がありまして、私ども公
社の方で、来年３月に我孫子市民プラザで展覧会を行なう事になりました。

我孫子市あゆみの郷・都市建設公社　専務理事　豊田様川瀬巴水展について

１２月第１週ですので、年次総会を開催させていただきます。
会員２７名で、本日ご出席１７名。委任状５枚来ておりますので、定足数は満たしております。

次年度会長志賀会員より次年度の組織体制発表
会　　　長	 志賀会員	 クラブ管理運営委員会	丸田会員
副　会　長	 塩毛会員	 職業奉仕委員会	 星野会員
会長エレクト	 丸田会員	 活動運営委員会	 上村晃一会員
幹　　　事	 栗原会員	 広　報　委員会	 丸田会員
Ｓ.Ａ .Ａ .	 米田会員	 社　会　奉　仕	 野田会員
会　　　計	 瀧日会員	 国　際　奉　仕	 鈴木会員
幹事エレクト	 松本会員	 親　　　　　睦	 小池会員

皆さんの協力を得まして、何とか進んで行きたいと思います。よろしくお願い致します。

塩毛会長年次総会

　貴重な時間をありがとうございます。
柏にギャラリーヌーベルを開いてから３３年が経ちました。
　１８年前に高島屋で「手賀沼を愛した文人展」を企画させていただきました。
その時、手賀沼に関する作品を日本中かけずり回り集めました。
　川瀬巴水が手賀沼を描いた昭和５年というと、湖北団地や我孫子のゴルフ
場が整地され、大きく開発されていた時です。利根の橋ができた年でもあり、
キリスト教が広まった頃でもあり、昭和５年というのは色んな意味で、この地

川瀬巴水展実行委員長　鈴木様川瀬巴水展について

　先週１１月３０日には、我孫子ロータリークラブ４５周年記念例会に皆さん
出席していただき、ありがとうございました。無事に終えることができ、ホッ
としております。開催にあたり、野田実行委員長、丸田副実行委員長、小池
幹事をはじめ、瀧日姉妹クラブ担当、他の方々にも力を出していただき無事
に終わった事を、この場を借りて感謝申し上げます。
　式典のお話の中で、功労の方にご挨拶をいただきました。皆さん、その言
葉が重く、味のあるお言葉で、４５年の歴史の重みを実感した次第でありま

す。これから私どもがやって行かなければならない責任があるという事も感じました。先日、お
渡しすることができなかったので、ここで酒井会員に４５年間の
感謝を込めて表彰の盾をお贈りします。
　豊原ＲＣの祝辞を禹海蓮さんに訳していただいたのですが、
最後の所に「当クラブは２０１１年４月２３日に創立５０周年の祝
典を行ないます。貴クラブの皆様のご参加を心よりお待ちしてお
ります」と書いてありました。改めて、何かご挨拶なりが来ると
思いますので、瀧日担当にご相談しながら、出席できるように
計画して参りたいと思いますので、よろしくお願い致します。

塩毛会長会長挨拶

酒井会員へ永年功労会員表彰楯の授与

　今年は私にとって非常によい年でした。
ロータリーの奨学金のおかげで勉学に集中することができました。
ロータリーとの出会いで、いろんな経験ができ、例会に参加することで視野を
広げる事ができました。ありがとうございました。
　銚子での地区大会に参加して、米山奨学生を代表して全ロータリアンに感謝
の挨拶を申し上げました。大きなステージに上がり本当に緊張しましたが、感
謝の言葉をひとつひとつ言いながら、感激で胸がいっぱいでした。ありがとう

ございました。
　翌日は修士論文の最初の発表でした。今年ロータリーの奨学金をいただき経済的に安定して勉
強に集中する事ができ、大勢の教授から高い評価をいただきました。努力したことを認めてもらえ
て本当に嬉しかったです。しかし、４人の教授の厳しいコメントを受けました。論文はまだまだだ
なと思いました。それから一ヶ月位、教授のアドバイスを受け、研究の方法を調べ、資料を集め、
いろんなサポートを受けながら、ずっと頑張っています。１月７日は修士論文の最終提出日です。
ロータリアンのご期待に応えながら、最後までしっかり頑張って、より優秀な論文に取り組みたい
です。
　１１月３０日には、４５周年記念祝典に参加させていただき、
楽しい時間を過ごす事ができました。こんな貴重な祝典に参加
させていただき、ありがとうございました。４５年の輝かしい実
績は、お一人お一人が努力された結果だと思います。我孫子ロー
タリークラブの益々の発展と繁栄を心よりお祈りしております。
　今年は本当にお世話になりました。ちょっと早めの挨拶です
が、どうぞ良い年をお迎え下さい。来年もよろしくお願い致します。

禹海蓮さんへ米山奨学金授与

禹海蓮さんに米山奨学金を授与

ゲスト：	我孫子市あゆみの郷・都市建設公社　専務理事　豊田様　
	 川瀬巴水展　実行委員長　鈴木様
	 米山奨学生　禹海蓮さん

域においてのエポックになっていたのではないかと思います。昭和５年に旧国鉄が、観光立国を
めざそうということで、世界に１万枚ポスターを配ったのですが、その時の絵が川瀬巴水でした。
国賓の方にプレゼントされる木版画家の一人が川瀬巴水です。
　江戸木版が江戸末期に衰退しましたが、日本の伝統である木版画を世界中で保存し、ちゃん
と管理しようという運動が新版画と呼ばれ、その中心メンバーが川瀬巴水でした。世界中で彼の
作品がない美術館はない位です。広重、北斎と並ぶ木版画家です。意外に日本では知られてい
ませんが、外国では有名です。近年、非常にブームになっております。
　昭和５年に手賀沼が描かれましたが、その時のスケッチブックも展示されます。
　１回のチケットで何回も入れます。良い展覧会は是非３回は見ていただきたいと思います。きれ
いな風景だけでなく、雨、雪、夜、巴水の大きなテーマです。非常に暖かい絵です。人のぬく
もりが感じられます。是非、地元の人に見ていただいて、もう一度、手賀沼、日本、環境、人間
関係というものを知っていただく事によって、何かが発信できると思います。
　今日は貴重な時間をありがとうございました。
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展覧会が市民プラザで行なわれます。本日はその説明に、あゆみの郷・都市
建設公社の豊田専務理事とコーディネーターの鈴木様に来ていただきました。
　お願いばかりなのですが、正月２日、箱根駅伝のバス５台のメンバーが集ま
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我孫子ロータリークラブは、
環境貢献として、「森の町内会」を応援します。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」です。この活動
に賛同して「印刷用紙」や「コピー用紙」を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進
される岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、
年間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

お名前 メッセージ 金　額

井上会員
第２２回あびこ市民クリスマスが無事終了しました。
ご協力に感謝します。
４５周年記念会に出席できまして感謝します。

５,０００円　

上村晃一会員
財団法人あゆみの郷・都市建設公社の理事長として来年
３月１８日から市民プラザに於いて川瀬巴水展の開催の
協力のお願いをして。

１,０００円　

塩毛会長 ４５周年記念式典を終えて感謝。 １０,０００円　

志賀会員 次年度よろしくお願いします。 １,０００円　

野田会員
４５周年記念例会、無事終了致しました。
ありがとうございます。

２,０００円　

丸田会員 ４５周年、ありがとうございます。 １,０００円　

当 日 計 ２０,０００円　

今期累計 ２２４,０００円　

ニコニコＢＯＸ

・例会変更のお知らせ
	 柏ＲＣ	 １２月２９日（水）　休会
	 沼南ＲＣ	 １２月２３日（木）クリスマス家族例会　点鐘：１８：３０　場所：ザ・クレストホテル柏
	 	 １２月３０日（木）休会
	 	 平成２３年１月６日（木）新年例会に変更　点鐘：１８：３０　場所：中華料理「香蘭」
	 柏西ＲＣ	 １２月３１日（金）　休会
	 	 平成２３年１月７日（金）家族新年例会
	 松戸東ＲＣ	 １２月２４日（金）→２２日（水）チャリティーオークション＆Ｘｍａｓ家族例会に変更
	 	 点鐘：１８：００　場所：松戸商工会館　大会議室（５Ｆ）
	 松戸	 １２月１６日（木）　夜間移動例会　
	 　中央ＲＣ	 点鐘：１８：００　場所：聖徳大学１０号館１４階
	 	 １２月３０日（木）休会
	 印西ＲＣ	 １２月２２日（水）→２３日（木・祝）クリスマス例会　
	 	 点鐘：１７：００	 場所：成田ビューホテル
	 	 １２月２９日（水）休会
	 	 休会：平成２３年１月５日（水）
	 	 平成２３年１月１２日（水）新年夜間例会　点鐘：１８：００　場所：柏屋
	 松戸ＲＣ	 １２月２２日（水）クリスマス家族親睦例会　
	 	 点鐘：１８：３０　場所：聖徳大学　生涯学習社会貢献センター１４Ｆ
	 	 休会：１２月２９日（水）、平成２３年１月５日（水）
	 松戸西ＲＣ	 １２月１５日（水）→１７日（金）クリスマス家族例会　
	 	 点鐘：１８：００　場所：聖徳大学１０号館
	 	 １２月２２日（水）忘年例会（夜間移動例会）　点鐘：１８：００　場所：松葉鮨
	 	 １２月２９日（水）休会
・鴨川ＲＣより５０周年記念事業の出席依頼
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