
第２２３７回例会報告議事録
日時　２４年３月６日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：	キム・ボヒョン（米山奨学生）

２２名出席　（全員で２７名）出席率８１.５％
星野会員代行出席報告

　先日のゴルフはご苦労様でございました。色 と々賞をいただいた方は、ニコ
ニコに入ると思いますので、ひとつよろしくお願い致します。
　先週の夜間例会では、おいしい食べ物をいただき、ありがとうございまし
た。
　会長幹事会の報告です。
　この間、服部さんに発表していただいたのですが、それを文章にしていただ
きたいという要請が来ておりますので、よろしくお願い致します。

　１０分区の合同例会及びゴルフ大会が４月１２日（木）に開催されます。ゴルフ大会は藤ヶ谷カン
トリークラブで行われます。スタートは８時２０分で、参加費は２〜３千円とのことです。我孫子か
らは３組参加予定です。皆様、よろしくお願い致します。合同例会は夕方５時半受付開始、６時点
鐘でクレストホテルにて行われます。
　柏ＲＣが５月９日に２５００回例会を記念して三井ガーデンホテル柏において例会を行いますの
で、皆さんの多数のご参加を希望しております、とのことです。よろしくお願い致します。
　南柏ＲＣは観桜例会を４月３日に行うそうです。うちの方は３月２７日に行う予定ですが、桜が咲
いているかどうか、ギリギリの所です。なるべく咲かせておくようにします。
　アラモアナＲＣより６月２３日（土）午後６時からということで４０周年記念式典の招待状が来て
おります。ひとつ参加の方をよろしくお願い致します。
　ＡＩＲＡ（我孫子国際交流協会）が幹事を探しております。昨年、今年と私がやっていました
が、新しい年度に向けてよろしくお願い致します。
　本日、理事会がありますので、よろしくお願い致します。

志賀会長会長挨拶

　前回の親睦ゴルフに参加していただいてありがとうございました。私事で
すが、ゴルフ中に体調をくずしまして、夜間例会に出席できず、すみませんでし
た。実は二日間寝込んでしまいました。
　３月２７日に観桜例会を志賀会長の所で行います。

ご結婚４０周年の方がいらっしゃいます。野田会員、おめでとうございます。
３月１４日生まれの野田会員、おめでとうございます。
２月１７日生まれの井上会員、おめでとうございます。

井上会員より
「ありがとうございました。おかげさまで８４才になりました。あと
１０年位は頑張ろうと思います。死ぬまで現役でいようと思ってい
ます。」

野田会員より
「誕生日が結婚記念日です。今年で歳が６２で、結婚４０周年に
なります。４０年経ちますと、前は着替えたものをポッポポッポ置
いて行ったのですが、最近は自分で片付けろと。それこそ、ゴルフ
に行くのにも、前は全部用意してくれたのですが、ここ１０年位は
全部自分でしろと。パジャマも着替えたら、きちんと畳んでベッド
に置けと、かなり躾を受けております。ありがとうございます。」

小池親睦委員長親睦委員会報告

　先日の夜間例会では非常に楽しく過ごさせていただきました。佐藤会員の奥様は私の姉と同級
生で、姉に聞いてみたら、子どもの頃によく遊んでいた仲間だったそうです。奥様によろしくお伝え
ください。
　尾上会員が先日ここで倒れて、インフルエンザをこじらせて入院されました。
　湯下会員も入院されたそうで、奥様に確認したところ、食道がんとのことでした。３日に食道を
摘出したそうです。１０日を過ぎれば面会は大丈夫でしょうとのことですが、少しの間、例会はお
休みさせていただきますので皆様によろしくお伝え下さいとの事でした。

星野会員より

　ハワイのアラモアナＲＣより４０周年記念式典の正式な招待状が来ています。
６月２３日（土）ハレコアホテルにて開催されます。服装はハワイ式の平服だそ
うです。この間作ったブレザーを着ていけばよいと思いますが、暑かったら又
決めましょう。２２日の夕方にウェルカムパーティーがあります。２２日の夕方に
日本から飛行機で行けば、ハワイに２２日の朝に着きますが、余り余裕がない
のも困るので、これから考えて決めたいと思います。ホテルは先方で手配をして
くれます。料金はこちらで支払います。航空券は安い所で私が手配しますが、

ビジネスで行きたい方はそれでも結構です。
　詳細は問い合わせ中です。
　およそ何名くらい出席するか近日確認致します。

瀧日委員長姉妹クラブ委員会報告

　「我孫子ＲＣ社員交流会」を３月１０日（土）にクレストホテルにて行います。
５時半受付開始、６時から開会セレモニーを開始したいと思います。野田会員
の方から開催の主旨等をお話ししていただきます。簡単な自己紹介をしてもら
った後に、男女椅子に分かれて、２〜３分ずつくらい皆さんと会話ができるよう
に進めたいと思います。終了は９時の予定です。外部の協力者として、鈴木会員
の息子さんに司会をお願いしています。会費は男性１名５千円、女性１名４千円
になります。各事業所さんの方でまとめて後程お支払いしていただければと思

います。後日松丸さんの方にお支払いください。
　予算で、後で８万円ほど足りなくなるのですが、ニコニコ等で埋めて行きたいと思いますので、よ
ろしくお願い致します。
　後程、式次第のような物をお配りします。現時点で、女性が２２名、男性が１６名参加予定です。

米田幹事「我孫子ロータリークラブ社員交流会」について

３月は「識字率向上月間」です

３月２日の４時〜７時に米山奨学生の歓送会が行われました。
その様子が５月１３日夜８時〜８時半に千葉テレビで放送されるそうです。
本日で米山奨学生のキムさんが最後になりますので挨拶をしていただきたいと思います。

上村文明委員長米山カウンセラー報告

キム・ボヒョンさん
「あっという間に１年が過ぎました。皆さんのお名前を覚えた頃に
終わりになります。
　先日、歓送会に行ってきました。一番たくさん出た話は、日本と
自分の国の架け橋になって、仕事をしたいという話でした。私は
まだ勉強が残っている状態で、日本に何年か研究のために残りま
す。皆さんの孫やお子さんのように、成長して行く姿を見せる事が
恩返しだと思っています。これからもよろしくお願い致します。」

キム・ボヒョンさんへ米山奨学金を授与
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ロータリーの友　事務局	 ホームページ	 www.rotary-no-tomo.jp
	 メールは	 web@rotary-no-tomo.jp

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

荒井会員
２月２８日ゴルフコンペで準優勝とニアピンを頂きあり
がとうございました。 ２,０００円　

井上会員

①８４歳になりました。 １,０００円　
②家内８０才傘寿の祝いを７０人の現職と元職員にやっ
て頂きました。 １,０００円　

③孫３人が夫々慶応大小学部と高校と、琉球大に入学で
きました。 ３,０００円　

上村晃一会員 ゴルフ会にブービーニアピンありがとうございました。 １,０００円　

栗原会員 写真ありがとうございました。 ２,０００円　

小池会員
親睦ゴルフで３位をいただきました。
ありがとうございました。 ３,０００円　

塩毛会員 ゴルフ大会でBest １０に入賞しました。（＾□＾） １,０００円　

鈴木会長 ＲＣゴルフコンペ優勝とＮＰをいただきました。 ２,０００円　

野田会員 結婚４０周年お祝いありがとうございます。 ３,０００円　

服部会員 自作したスピーカーが良い音で鳴ってくれました。 １,０００円　

米田幹事 お誕生日、記念日の皆さんおめでとうございます。 １,０００円　
当 日 計 ２１,０００円　
今期累計 １９３,０００円　

ニコニコＢＯＸ

・第４５回インターアクト年次大会報告が届いていますので、よろしかったらご
覧になってください。
・３月１０日の資料を置いておきますので、お持ち帰り下さい。

米田幹事幹事報告


