
第２２０６回例会報告議事録
日時　２３年７月１２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：	柏東ＲＣ　中村会員
	 我孫子東高校　加藤先生

　やっと２回目です。がんばりたいと思います。今日はクラブ協議会があります。
　この間の金曜日に会長幹事会がありました。手賀沼エコマラソン賛助金については例
年通り、各クラブ負担金として一律５万円を出す事になりました。慶弔等についてはいつ
も通り各自１万円です。
　会長幹事会の年間行事予定の中で、１０分区のロータリー情報研究会（９月２９日）は、
１５時頃から開始となりました。
　１０分区の会員名簿の作成については、もう少しお待ち下さいとのことです。

　エコマラソンは、昨年バナナを配布したそうですが、今年は協賛金のみということになりました。
　先週の理事会で、酒井会員の退会届を受理することになりました。
　我孫子ＲＣの年間予定表が配られたと思います。どうぞよろしくお願い致します。

志賀会長会長挨拶

　本日は突然お邪魔しまして申し訳ありません。米山奨学生を毎年お世話頂き、本当に
ありがとうございます。本日は米山の事ではなく、職業奉仕の方でお邪魔しました。
　インターシップの話は今年になって白鳥パストガバナーからいただきました。今年度か
ら布佐高校と湖北高校が合併して、我孫子東高校が出来るに当たって、加藤先生が赴
任され、新しい試みをしたいという相談をされたとのことで、ロータリアンの皆さんにサ
ポートしていただけませんかというお話でした。
　インターシップというのは、職業に就くというのはどれだけ大変か、仕事への気持ち

の持ち方等を伝えるのに一番いい方法だと言われています。１１月に実施する予定です。会長幹事会の中で、
柏クラブ、西クラブ、南クラブの皆様にもお話してあり、ご協力いただける方向です。時間があまりないので、
とりあえず柏東ＲＣと我孫子ＲＣで少しずつ進められたらと思います。ロータリーの職業奉仕の中の一環として
是非ご協力いただけたらと思ってお邪魔しました。

柏東ＲＣ　中村会員インターシップについて

　県で指導主事をしていた時に白鳥様と出会い、インターシップで子ども達の職業意識
を育てる事に興味があるとお話をいただいたので、我孫子東高校に赴任した時、インタ
ーシップをやりたいと先生方がおっしゃっていて、協力していただく企業をロータリーの
皆様にお願いしてみようと思いました。
　今年度から布佐と湖北が合併して、１学年６クラス、全１８クラスの高校になり、なん
とか良い学校にしたいという気持ちを込めて、我孫子東ＤＰプランが開始されました。Ｄ
はデザインやドリームの頭文字、Ｐはプラン、プラクティスの頭文字です。キャリア支援

プランを学校の指導の中核に据えて子ども達を育て、１０年後の２８歳になった時、幸せな生活が送れるよう
に育てて行きたいというのが我孫子東高校のテーマとして掲げられています。
　１年生全員にインターシップをします。本校では進学する子も就職する子も、同じように職業を意識して行け
るように指導しており、その中で初めて挑戦するのがインターシップを全員体験させるという事です。
　１１月１５〜１７日の三日間、１年生は授業を全てなくし、インターシップを実施する予定です。
　我孫子市の教育委員会にお願いして、職業体験を実施している中学校を紹介していただき、印西市は市を
挙げて協力してくださるということで、受け入れ人数は２４０を超えてはいるのですが、夏休みにリストを作り、
９月にはどこに行きたいかというのを調整していくつもりです。
　実施したどこの学校でも、経験した生徒は学習意欲が上がるという報告が出ています。目標を持って高校
生活が過ごせるように、１年生のこの時期に実施したいと思っています。
　４月から社会人講話や敬語の勉強をインターシップに向けて行なっています。
　インターシップは企業さんに大変ご負担をおかけするとはわかっておりますが、ぜひ生徒たちを育てるという
観点からご協力をいただければと思います。よろしくお願い致します。今日は貴重なお時間をいただきまして、
ありがとうございました。

我孫子東高校　加藤先生インターシップについて

来週は急遽、夜間家族例会になりました。
麗宮飯店（りきゅうはんてん）で、６時半点鐘です。

小池親睦委員長親睦活動委員会報告

２０名出席　出席率８０.０％
渡辺出席委員長出席報告

　エコマラソンへの賛同金ありがとうございました。
　もう一人孫が出来ました。米山の奨学生だったベトナムのフォンちゃんから先
日電話をいただき、震災数日前の６日に男の子が生まれたとの事です。母子とも
に元気だそうで、今、８キロだそうです。落ち着いたら、ご主人と子どもを連れ
て行きますとのことでした。できたら例会に連れてきたいと思います。

星野会員より

・活動計画書受理：柏南ＲＣ、印西ＲＣ
・１０分区の年間予定表も後ろに置いてありますので、各自ご覧になってください。
・２７９０地区記念ゴルフ大会（木更津ゴルフクラブにて９月１２日）の登録が８月１０日締切りになっています。
　事務局から連絡がありますので、各自登録をお願い致します。

米田幹事幹事報告

お名前 メッセージ 金　額
上村晃一会員 高島会員に親睦旅行の写真を頂いて。 １,０００円　

星野会員
孫が１人増えました。
米山奨学生だったベトナムのフォンちゃんに男の子が
生まれたそうです。名前はダンちゃんだそうです。

１,０００円　

松本会員 親睦旅行の写真　御礼。 １,０００円　
丸田会員 高島会員、写真ありがとうございました。 １,０００円　

当 日 計 ４,０００円　
今期累計 １８,０００円　

ニコニコＢＯＸ

クラブ管理運営委員会　丸田委員長
　親睦担当が小池会員、プログラム担当が塚田会員、ＳＡＡが上村会員、出席担当が渡辺会員、職業分類及
び会員選考担当が植崎会員の５担当を統轄してクラブ管理運営委員会となっています。
　今年度、山田ガバナーの地区目標である「より強力な魅力あるクラブに」を実践するにあたり、まずは例会
を基本と考え、例会の充実をはかったプログラムや親交を計画し実施検討を繰り返し、会員の満足度を少しで
も向上させ、魅力あるクラブの実現へ進む努力を致します。
１.例会プログラム、移動例会、例会開催時間の変更等の運営を企画し、会員の要望を多く取り入れた例会運
営を行ないます。
２.例会マナーの改善
　携帯電話、私語による例会マナー違反を改善します。
３.他の担当委員にも積極的に例会運営への参加を求めます。職業倫理担当、家庭集会担当、会員研修等、月
１回は専門の話や我孫子ロータリーの歴史等について話をお願いしたいと考えております。
４.外部活動運営委員会の活動をサポートする。ファイアサイドミーティングを前後期各１回企画したいと思って
おります。社会奉仕活動のレンゲまつりも広報と連携し、今までより幅広く市民の参加を呼びかけるようにした
いと思っております。
５.広報、ちらし配布の実施
我孫子市民にロータリーの活動をより多く知っていただくために計画しています。
　クラブ管理運営委員会はすべての委員会と協力して行く事を前提とし活動して行きますので、ご指導ご支援、
よろしくお願い致します。

（次ページへ続く）

【クラブ協議会】クラブ活動予定について
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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
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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。

職業奉仕委員会　星野委員長
　職業奉仕委員会は、職業倫理（湯下会員と井上会員）、家族集会（栗原会員と今井会員）、例会スピーチ（井
上会員と塚田会員）の３部門から構成されています。
　２０１１ー２０１２年度の目標としては、織田パストガバナーの掲げた目標に沿って、「ロータリー活動の原点と
して各クラブがロータリーの綱領と、そこにうたわれている職業奉仕への理解を深めるとともに、職業奉仕の基
本的な理念を伝えて行く」ということを守ってくださいと山田ガバナーはおっしゃっています。
　職業奉仕は会員個々が自分の職業に反映させることを基本として、自分自身の事業に自信と誇りを持ち、事
業を継続的に繁栄させることにつなげて行くことが職業奉仕だと言われています。
　個々の会員の職業奉仕に対する考え方や、自己研鑽による職業倫理高揚の啓蒙をするなど、勉強会を開催し、
一層の個人の質の向上に務めて行くのが、職業奉仕委員会の義務だと考えておりますので、ご協力をお願い致
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なりました。
　インターシップについても、ぜひご協力いただきたいと思います。ロータリー会員のビジネスは非常に真面目
で一生懸命やっているという事は、ロータリ−の活動への大きな理解になると思います。
　特に広報委員会はこれから重要な活動の基本になると思います。皆様のご協力を得ながら、外部の皆さんに
ロータリークラブの素晴らしさをＰＲして行ければと思っておりますので、よろしくお願い致します。

国際奉仕委員会　松本財団委員長（鈴木委員長の代理）　
　国際奉仕委員会は姉妹クラブ、米山奨学会、ロータリー財団、世界社会奉仕の４つから構成されます。
　いまだに飢餓や貧困のため命を失っている数えきれない小さな命、学習の機会が得られない為いつまでも生
活環境が劣悪なままに置かれている、発展の道のりが見えない国の子ども達、そんな幼い子達のために、ロー
タリークラブの教育振興プロジェクト、補助金マッチング・グラントという人道的プロジェクトを中心に奉仕され
てきた井上先生、ライ病患者救済の為にフィリピンの病める人々のために活動された星野邦夫元会員、この伝
統の潮流をとどまらせる事なく、国際奉仕委員会のバックボーンに添えて行きたいと思います。
　この一年、与えられた機会を皆でロータリアンとしての幸せを感じることの出来る年にしたいと思います。

社会奉仕委員会　野田委員長
　今回の大震災で我孫子も液状化等、過去に類のないような経験をしました。改めてロータリーにおける社会
奉仕とはなんだろうかと考えました。地域に対する我々の社会奉仕として何ができるのか考えて行きたいと思い
ます。
　第一に親子ふれあいのレンゲまつりは間違えなく実施します。今年は残念ながら震災で開催できなかったので、
来年は今年以上のことを考えて行きたいと思います。
　山田ガバナーは社会奉仕として各クラブで何か新しい実践を考えてほしいとおっしゃっています。手探りして
行きたいと思っておりますので、ご協力いただければと思います。

親睦委員会　小池委員長
　今年度のスケジュールを作らせていただきました。通常の例会以外に移動家族例会が今年度増えています。
今月１９日に夜間例会があります。８月３０日も家族夜間例会です。９月は情報研究会がありますので夜間例会
はございません。１０月は職業奉仕月間ということで最終例会の夜にファイアサイドミーティングを予定していま
す。１１月も最終例会が家族夜間例会になります。１２月の２７日は休会で、第２例会（１３、１４日）は近い場
所で忘年旅行例会を企画しております。１月は新年例会があります。２月は最終例会が夜間例会です。３月は
観桜例会があります。４月は１０分区の合同例会があります。ファイアサイドミーティングも予定しております。５
月も最終例会が夜間例会です。６月にはアラモアナの４０周年式典がありますので、できるだけ多くの方に参加
していただいて、ハワイで楽しく締めくくりたいと思っております。
　釣りとゴルフを皆さんとご相談の上、どこかで入れて行きたいと思っております。

プログラム委員会　塚田委員長
　初めてなものですから、卓話について皆さんにアンケートをお願いしたいと思っております。今からお配りしま
すので、来週提出していただいても結構ですし、ファックス番号が書いてありますので、そちらに送っていただ
いても結構です。どうぞご協力をよろしくお願い致します。

広報委員会　丸田委員長
　まず会員増強（星野会員担当）は当クラブにおいて、急務の課題である事は会員全員の共通認識だと思います。
魅力ある我孫子ロータリークラブを目指し、全員参加で１０％増の会員増強に取り組みます。
１.会員を数人のグループに編成し、会員を１名推薦していただき入会推進活動を実施する。
２.各会員に職業上で新入会員候補を探す事をお願いする。
３. 退会防止策として積極的にクラブ活動運営委員会と協力し、例会の活性化を促進する。
　ロータリー情報（塩毛会員担当）は、新入会員にクラブ会員の特典や責務に関して適切な理解を与えるとともに、
ロータリーの歴史、伝統、ロータリーの方針と手続き、奉仕の機会に関する情報を提供することを基本方針とする。
　実施計画として、クラブ管理運営委員会、家庭集会（ファイアサイドミーティング）、会員研修担当と合同で月１回、
例会時にロータリー月間、定款細則の解説、その他の情報の報告を行なう。例会以外にファイアサイドミーティ
ングを年２回実施する。ＩＭの参加、発表を推進する。
　最後に広報（丸田会員担当）ですが、基本として地域の人々に広くロータリー活動に理解と認識を深めてもら
うよう努めます。各委員会と協力し、奉仕活動は積極的な広報活動を行なうよう努めます。ロータリーのちらし
を配布します。レンゲまつりの広報宣伝を実施します。環境に配慮した森の町内会の活動を支援します。
　週報ですが、チーバくんが復元しました。国体のロゴマークでしたが、千葉県のマスコットキャラクターとし
て継続して使っていいそうです。写真は小池会員が撮った写真を掲載させていただいています。今年はできれ
ばシーズン毎に写真を変えて行きたいなと考えておりますので、もしよろしければ、何か表紙に使えそうな写真
をお持ちいただければと思います。よろしくお願い致します。


