
第２２０３回例会報告議事録
日時　２３年６月２１日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：	第１０分区ガバナー補佐　飯合幸夫様
	 沼南ＲＣ富澤会長

　６月も押し詰まって参りまして、名残惜しい時期に突入して参りました。
１７日に新旧の会長幹事会が開催されました。総勢２９名の出席で、毎年の事
ではありますが、安堵の顔の組と緊張した決意新たな組に分かれまして、それ
ぞれの考えが交錯し、１年前を思い出しました。この時期を迎えられ、非常に
ありがたいなと個人的には感じる次第です。
　移動例会の報告です。６月１４、１５日に会津の芦ノ牧温泉に一泊してまいり
ました。京葉銀行さんと千葉興業銀行さんから差し入れをいただきました。あ

りがとうございました。
　福島原発地域からの避難の方が泊まっていらっしゃいました。いつ帰れるのかは決まっていませ
んとおっしゃっていました。先は長いと感じました。経済的な事でもお役に立てればと会津の地を
選んでいただきました。そういう意味では非常によかったと思います。
　寄付金ですが、当初の目標が１１０万円で、現在７８万円で、残りが３２万円です。ソクラテスの
お金についての言葉ではありませんが、「どういう使い方をするかでその人の価値がわかる」という
ことで、皆様よろしくお願い致します。
　理事会で決定したことについてです。
台湾の豊原ＲＣよりいただいた５０万円は直接我孫子市にお渡しする事になりました。次週の新旧
交替式に我孫子市長に来ていただき、そこでお渡しし、市の方から豊原ＲＣ宛で感謝状を出してい
ただき、こちらから豊原ＲＣにお送りする予定です。
　２７９０地区よりいただいた３０万円は、我孫子ＲＣに入れて、我孫子市に寄付した金額に含めさ
せていただくことになりました。
　１６日に村越会員のお見舞いにご自宅に小池幹事と行って参りました。お薬を飲んで眠っていら
っしゃいました。４５周年記念式典にご夫婦で出席され、その後、自宅で静養され、だいぶ回復
されていたらしいのですが、３月１１日の震災でお気持ちが不安定になられたようで、体調がすぐれ
ないとの息子さんのお話でした。会員を続けさせてください、とのお話で、お待ちしておりますとお
伝えして参りました。
　自衛隊の協力金を集める書類が松丸さんの方に来ています。下総と松戸に合わせて１１００円に
なります。強制では決してございませんので、ご希望の方はよろしくお願い致します。
　もう一点、本来ならば、私が早く来て例会の設営等をしなければならなかったのですが、なかな
か早く来れず、星野会員や野田会員が特に早く来ていただき、会が始まるようにセッティンしていた
だきました。どうもありがとうございました。

塩毛会長会長挨拶

　会長幹事さん、皆さんにご協力いただき、なんとか１年間、無事務めさせて
いただきまして、お礼に上がらせていただきました。
　先週、今日みえています富澤さんの沼南クラブにお邪魔しました。
　義援金についての日本ガバナー会からの中間報告として織田さんから説明が
ありました。
千葉県は８４クラブで５月の終わりで４２００万円程集まっています。全国のロー
タリーで９億集まっており、どう使うか意見の集約がむずかしいため、委員会を

作り、織田ガバナーが委員長を務めておられるそうです。１億を被災地へ分割して送ったそうです。
残りの８億をロータリーらしい使い方をということで検討しているそうです。おおまかな方針としては、
災害遺児奨学金プログラム、ファイブ　フォー　ワン　プログラム（被災していない５クラブが被
災地の１クラブを支援）を検討中とのことです。遺児が千７、８百人いるそうなのですが、その子
達に大学卒業まで奨学金をあげると、８億の３倍位かかるのではないかと話されていました。具体
的には話は決まっておりませんが、できるだけ早く決めて、皆様にお願いすることになると思います。
長い目でご支援をいただきたいとのお話でした。とにかく、なにはともあれ、ありがとうございました。

第１０分区ガバナー補佐　飯合幸夫様ご挨拶

２４名出席　出席率８８.９％
塚田出席委員長出席報告

　先週の親睦旅行から無事帰って参りました。皆様のご参加、ありがとうござい
ました。感謝申し上げます。
　来週火曜、本年最終日の新旧交代式、鈴木屋さんでございます。ご家族含めて、
ふるってご参加ください。

松本親睦委員長親睦活動委員会報告

　「ロータリーの友」の６月号の１６ページに、２７３０地区の都城の長峰さ
んが載っておられました。豊原ＲＣの記念式典で隣の席に座った方です。
写真を送ったら、お手紙をいただきました。
「ロータリーの友」も、よく読んでみると、関わりのある方々 が載っているも
んだなと思いました。

上村晃一会員より

　高い所から大変失礼します。
今日はご報告とお礼に伺いました。７月１日付けで柏東ＲＣという名称に変更させ
ていただきます。３７年前、我孫子クラブさんにスポンサークラブとして沼南クラ
ブを作っていただきました。我孫子ロータリークラブさんは大恩人でございます。
　手続き要覧の２３ページに、クラブの名称はクラブの所在地を特定すべきもの、
地図で容易に確認できるものであるとする、とございまして、１年間検討し、全
員が最後のアンケートで改称に賛成し、変更させていただきました。

沼南ＲＣ　富澤会長ご挨拶

お名前 メッセージ 金　額
飯合ガバナー補佐 一年間お世話になりました。 ５,０００円　

井上会員
先週、白内障の手術が無事終りまして、
世界が明るくなりました。

１,０００円　

植崎会員 ２,０００円　
小池会員 ガバナー補佐と沼南ＲＣ会長をお迎えして感謝です。 １,０００円　
塩毛会長 写真とガバナー補佐と沼南ＲＣ会長をお迎えして感謝です。 １,０００円　
野田会員 親睦旅行楽しみました。又、写真ありがとうございます。 １,０００円　

松本会員
親睦旅行に御参加ありがとうございます。
写真ありがとうございます。

２,０００円　

丸田会員 親睦旅行の写真頂きました。 ２,０００円　
当 日 計 １５,０００円　
今期累計 ３７２,０００円　

ニコニコＢＯＸ

・例会変更のお知らせ
　柏ＲＣ	 ６月２９日（水）最終例会（夜間例会）
	 点鐘：１８時３０分　場所：三井ガーデンホテル柏３Ｆ「天空の間」
　柏西ＲＣ	 ７月１日（金）夜間例会
	 １８時３０分〜新旧役員交替式
　松戸東ＲＣ	 ６月２４日（金）移動家族例会に変更
	 点鐘：午後６時場所：松戸商工会議所

小池幹事幹事報告
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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。

定款細則変更　変更事項可決
　先月に引き続き、細則の変更について協議をさせていただきたいと思います。
「第２条　理事会　本クラブの管理主体は本クラブの会員１０名によりなる理事会とする。すなわち
会長、副会長（直前会長）、会長エレクト、幹事、会計である。理事会の裁量により本細則第３条、
第１節に基づいて選挙された５名の理事を加えることができる」の「会員１０名」を「本クラブの会
員１０名以上」に変更し、「理事会の裁量により」を削除し、その後の「５名」を「５名以上」に
改正したいと思います。
　改正後の文章は以下になります。
「第２条　理事会　本クラブの管理主体は本クラブの会員１０名以上によりなる理事会とする。すな
わち会長、副会長（直前会長）、会長エレクト、幹事、会計。本細則第３条、第１節に基づいて選
挙された５名以上の理事を加えることができる」

　次に理解しずらかった部分です。
「第３条　第１節　役員を選挙をすべき会合の一ヶ月前の例会において、その議長たる役員は会員
に対して会長（次々年度）、副会長、幹事、会計および５名の理事を指名」とありましたが、わか
りやすく改正しました。
　「次々年度会長、次年度会長、次年度副会長、次年度幹事、次年度会計および５名以上の理事
を指名する事」としました。
　「投票の過半数を獲得した会長、副会長、幹事および会計が」は「投票の過半数を獲得した次々
年度会長、次年度会長、次年度副会長、次年度幹事および次年度会計」に改正しました。
　「投票の過半数を得た１０名の理事候補」というのは「投票の過半数を得た５名以上の理事候補」
に改正しました。
　「投票によって選挙された会長候補」は「投票によって選挙された次々年度会長」と明確にしま
した。
　「会長ノミニーのまま理事会のメンバー」は「会長エレクトとして理事会のメンバー」と改正しました。
　通して読ませていただきます。
「第１節　役員を選挙をすべき会合の一ヶ月前の例会において、その議長たる役員は会員に対して
次々年度会長、次年度会長、次年度副会長、次年度幹事、次年度会計および５名以上の理事を
指名することを求めなければならない。その指名はクラブの決定するところに従って、指名委員会
または出席全会員のいずれか一方、または双方によって行なう事ができる。もし指名委員会を設
けるように決定されたならば、かかる委員会はクラブの定める所に従って設置されなければならな
い。適法に行なわれた指名は各役職ごとにアルファベット順に投票用紙に記載されて、年次総会に
おいて投票に付せられるものとする。投票の過半数を獲得した次々年度会長、次年度会長、次年
度副会長、次年度幹事および次年度会計がそれぞれ該当する役職に当選したものと宣言されるも
のとする。投票の過半数を得た５名以上の理事候補が理事に当選したものと宣言されるものとする。
前期の投票によって選挙された次々年度会長は会長ノミニーとなるものとし、その選挙後の７月１日
に始まる年度に会長エレクトとして理事会のメンバーを務め、理事会のメンバーを務めた年度直後
の７月１日に会長に就任するものとする。会長ノミニーは会長として就任する前の年度の７月１日に会
長エレクトの役職名が与えられるものとする。」
　いかがでしょうか。（拍手）次年度の活動計画書より変えさせていただきます。
　組織表で「理事」となっていますが、「理事会」と変えさせていただきます。
　ありがとうございました。

クラブ協議会


