
第２２３９回例会報告議事録
日時　２４年３月２７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：	なし

２１名出席　（全員で２７名）出席率７７.８％
渡辺出席委員長出席報告

　ポリオ撲滅活動についてお知らせが来ています。我孫子ＲＣは寄付をしてい
ません。
　流山中央ＲＣの創立２５周年記念式典が６月９日に行われるそうですので、
参加できる方はよろしくお願い致します。大原ＲＣは創立５０周年記念とのこ
とですので、そちらの方もよろしくお願い致します。
　私の所の観例会についてですが、桜のつぼみが少しふくらみ始めていま
す。おそらく５日か６日頃が見頃になると思いますので、どうぞこぞってご参加

ください。

志賀会長会長挨拶

　４月６日（金）の観桜例会の参加者は今の所１８名です。できたら当日、市場
に買い出しに行って魚介類と肉と盛りだくさんでバーベキュー形式でやりたい
と思っています。そうなるとお一人３，５００〜４,０００円見ていただきたいと思
います。お酒の方は志賀会長の所にたくさんあるそうです。ふるって参加して
いただきたいと思います。

小池親睦委員長親睦委員会報告

　次年度ガバナーは松戸東ＲＣの得居仁様、１０分区のガバナー補佐は柏南Ｒ
Ｃの宮さん、ガバナー補佐幹事は山崎さんです。
　地区協議会が４月３０日（月・振替休日）に開催されます。アパホテル＆リゾー
ト東京ベイ幕張で８時半受付、会議は９〜１６時です。
　午前は全体会議で、午後は毎年恒例の部会になっています。
　クラブ奉仕委員会は米田会員、会員増強委員会は小池会員、広報委員会は
鈴木会員、職業奉仕委員会、研修委員会は上村晃一会員、ロータリー情報委員
会は志賀会長、社会奉仕委員会は星野会員、国際奉仕委員会は高島会員、新

世代奉仕委員会は当初湯下会員に委員長、村越会員に副委員長という形でしたが、お二方がご体
調をくずされているので、ご無理を言って服部会員にお願いしました。ロータリー財団は瀧日会員、
米山奨学会委員会は上村文明会員です。よろしくお願い致します。
　続いて３月２２日の会長幹事エレクト会議の報告です。
　我孫子のガバナー公式訪問は７月２４日（火）になります。５月１７・１８日には広島ロータリーで
世界平和フォーラムが行われます。１０分区の予定としては、９月２５日（火）には情報研究会及び
合同例会が行われます。翌２５年２月１９日（火）にはＩＭ合同例会、４月１６日（火）には親睦ゴル
フと合同例会が行われます。
　今回新たに行う行事は、１０分区、１１分区合同の職業奉仕委員長セミナーです。日にちは未定
です。
　ＲＹＬＡ（ライラ）実行委員を１０分区より２名推薦してほしいとのことです。柏南より１名推薦さ
れていますが、６月１９日（火）までに我孫子、柏、柏西、柏東から推薦しなければなりません。
　６月１９日に１０分区会長幹事エレクト会議がクレストホテルで１７時より、会長幹事新旧交代式
が１８時より開催されます。７月３日（火）は我孫子ＲＣの新旧交代式です。
　９月２４日に地区記念ゴルフが鷹の台カントリー倶楽部で行われます。地区大会は１０月２０日に
ホテルマンハッタン、２１日に森のホール２１で行われます。

丸田会長エレクト次年度報告と会長幹事エレクト会議報告

４月は「雑誌月間」です

　アラモアナＲＣ４０周年記念式典について情報がまとまってきましたので、
日程と予算の概算をご説明致します。
　歓迎パーティーは６月２２日（金）の１８時から開催されます。翌日２３日
（土）の記念式典も１８時からです。２１日（木）はゴルフ大会が行われます。
　６月２０日（水）１９時５０分の成田発ＪＡＬ便で行くと、同じ日の朝８時３５
分にホノルルに着きます。飛行時間は７時間４５分です。
　翌日２１日の朝からゴルフです。おそらく午後３時か４時には戻ると思いま
す。

　２２日は午前午後と時間があるので、自由行動です。１８時からの歓迎パーティーはワイキキビ
ーチの水族館の貸し切りの庭で行われます。
　翌日２３日も午前午後は自由行動です。１８時からの２０周年記念式典は軍専用のハレコアホテ
ルで行われるそうです。
　せっかく行ったのですから、２４日（日）は自由行動で、２５日（月）の１３時４５分ホノルル発の
便で帰ってくる予定です。２６日（火）の１６時５５分成田着です。偏西風の関係で帰りは８時間
１０分かかります。
　最後の日の観光は皆様のご希望によって設定して行こうと思います。
　我孫子から成田までタクシーでは１万４千円です。自分の車で行くと１日５００円で成田に預け
られます。成田〜ホノルル直行便はエコノミーで往復１０万５千円です。航空便の予約は早い程安
いです。ホノルルからホテルまでは循環バスがありますが、無料かどうかはわかりません。ゴルフ
は大体７５ドル（６千円）です。昼食は多分３５ドル位（２千８百円）。ゴルフクラブは持参されても
結構ですが、エコノミーだと料金が取られます。向こうでレンタルすると４５ドル（約３千７百円）か
かります。
　歓迎パーティーと記念式典の登録料は両方で１００ドル（８千２百円）です。観光費用として
は、交通費は約３万円と見込んでいます。
　宿泊は会場に便利で、ある程度の水準で比較的安い所をアラモアナの方で見つけて交渉し
てくださいました。１１５ドル＋１５％タックスで大体１３２ドル（１万８百円）で、かなり安いです。
部屋はキッチンが付いていて、かなり広いです。典型的なリゾートホテルだと思います。６泊で約
６万５千円です。
　食事代は私の独断と偏見で見積もっていますが、大体１万８千円見ればよいと思います。
　合計２６万３千円です。おおよその見積りです。
　下に書いておきましたが、ビジネスクラスにすると、飛行機代がプラス約９万５千円になり、合
計約３５万８千円になります。
　航空運賃は、予約する時期、原油の状況によってサーチャージも変わり、為替レートによっても
変わります。
　ハワイでの観光ですが、アラモアナ
ＲＣの一人の方が担当してくださり、
希望すればセッティングをしてくださ
るそうです。
　私と連絡をしてくださっているアラ
モアナＲＣの窓口の方は田中洋子さん
という方で、東京生まれで日本で育っ
た方です。アメリカの大学を出て、生
化学のドクターです。アメリカで勤めて
３年前に定年退職されて、ハワイに移
住され、ロータリークラブに入られま
した。おかげで、やりとりがスムースに
なりました。運良く、田中さんが４月に
東京にいらっしゃるそうなので、４月
１７日の定例会に出席していただける
事になりました。卓話でいろいろ説明
してくださいます。
　なるべく早く希望を募り、参加者を
決めて、具体的なことを決めて行きた
いと思います。よろしくお願い致しま
す。

瀧日姉妹クラブ委員長姉妹クラブ委員会報告
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	 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。

・例会変更のお知らせ
　柏西ＲＣ	 ３月３０日（金）任意休会
　	 ４月６日（金）移動例会
	 	 ４月１３日（金）→１２日（木）１０分区合同例会に変更
　柏東ＲＣ	 ３月２９日（木）観桜例会
	 	 ４月１２日（木）１０分区合同例会に変更
　柏ＲＣ	 ４月１１日（水）→１２日（木）１０分区合同例会に変更
　松戸ＲＣ	 ４月１１日（水）→１２日（木）１０分区合同例会に変更
　松戸北ＲＣ	 ３月２７日（火）通常例会
　	 ４月３日（火）花見移動例会
　松戸中央ＲＣ	 ３月２９日（木）観桜例会
	 	 ４月５日（木）移動例会
	 	 ４月１２日（木）１０分区合同例会に変更

・４月のロータリーレート　１ドル＝８２円
・東日本大震災　山田ＲＣさんより小中学生が書いた作文とポスターが届い
ています。
・訃報　３月１３日　柏ＲＣの浅野常男様　享年８１歳
・３月１０日に行われた我孫子ＲＣの社員交流会の請求書の方が来ましたの
で、次回報告書を持って参ります。

米田幹事幹事報告

お名前 メッセージ 金　額

今井会員 永い間休んでいました。 １,０００円　

星野会員 ３月２１日孫男児が無事生まれました。 １,０００円　

丸田会員 服部会員に新世代委員を引き受けて頂きました。 ２,０００円　

米田幹事 前回例会を欠席してしまい申し訳ございませんでした。 １,０００円　

当 日 計 ５,０００円　

今期累計 ２０２,０００円　

ニコニコＢＯＸ


