
第２２４２回例会報告議事録
日時　２４年４月１７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：	Yoko	Tanaka,Ph.D.（アラモナRC）

２０名出席　（全員で２７名）出席率７４.１％
星野会員代理出席報告

　４月１２日の親睦ゴルフ、合同例会はご苦労様でございました。その後が、と
ても楽しかったです。
　今日はハワイのアラモアナＲＣのTanaka	Yoko様がいらしています。後程お
話していただきます。
　５月９日（水）に柏ＲＣの２５００回記念を三井ガーデンホテル柏で行いま
す。参加できる方はよろしくお願い致します。
　６月１日（金）にホテルグランヴィア京都にて日台ロータリー親善会議を行い
ます。参加できる方は、よろしくお願い致します。
　５月１日（火）はもしよろしかったら休会でお願いしたいと思います。

志賀会長会長挨拶

瀧日先生、ご紹介ありがとうございました。
　アロハ。皆様こんにちは。今日はお招きいただきまして本当にありがとうご
ざいました。私は我孫子ＲＣとアラモアナの連絡役という大役をおおせつかり
ました。アラモアナの連中はものすごく期待しており、皆様に見せて欲しい写
真等を私のパソコンにどんどん送ってきて、大変熱心にラブコールをしており
ますので、よろしくお願い致します。
　ロータリーの経験としては私はまだ３年しか経ってないのですが、ニュー

ヨークにいた頃、私の夫が長い間ロータリーのメンバーで、私も国際部門の留学生をお世話させ
てい	ただきました。４年前に夫が急逝し、新しい余生を構築しようと思い、ハワイに移住して現
在4 年目になります。ハワイですぐロータリークラブに入会致しました。ハワイもロータリアンとし
ても３年しかないので、連絡員が勤まるかどうかわからないのですが、アラモアナＲＣがどんな
活動をしているか、４０周年記念のイベントについてお話させていただきたいと思います。
　インターナショナル・サービス、地域サービス、読み書きのサービス等についてご紹介致します。

Yoko Tanaka,Ph.D.卓話

　お詫びと訂正です。レンゲまつりですが、５月１２日に調整していましたが、
諸事情のため５月１９日（土）に変更させていただきました。市役所や凧の会、
市民体育館の手続きは済んでおります。５月の例会時に、皆さんに役割だとか
をお知らせ致します。よろしくどうぞお願い致します。

野田社会奉仕委員長社会奉仕委員会報告

４月は「雑誌月間」です

　先日の観桜会の会費の内訳をご説明致します。３千円で１８名参加で、
５万４千円集めさせていただきました。松丸さんにお願いした材料の肉、魚介
類が４８,９６１円でした。残金が５０３９円ですが、幹事が炭や網を買ってきて
くださった分がまだ清算されていないので、最終的な残りはニコニコに入れて
くれるかなと思っております。飲み物は志賀会長のご自宅からいただき、あり
がとうございました。
　５月２９日の最終例会は夜間例会にしたいと思っておりますが、他の予定を
見て決めて行きたいと思います。

小池親睦委員長親睦委員会報告

　アラモアナＲＣからいらっしゃいました田中洋子さんをご紹介致します。普
段はYokoやようこさんと呼ばれていらっしゃるそうなので、ようこさんと呼びか
けていただきたいと思います。
　これからアラモアナＲＣのことや４０周年記念式典のこと等を写真と共にお
話ししていただきます。
　ようこさんは東京でお生まれになり、１９６５年に北米に行かれ、アメリカ国
籍です。生化学博士で、専門分野は基礎医学の研究と新薬の開発。ニューヨ

ークの国立メディカルセンターに国家公務員として勤務されました。内分泌、代謝研究室の室長、
主任研究員を歴任されています。兼任でアルバニー医科大学の医学部の準教授をされています。

瀧日会員より田中様のご紹介

・柏ＲＣより週報受理。
・千葉県立我孫子東高等学校より、昨年、インターシップで小池会員の会社と
当社の方で生徒さんを３日お預かりしました。今年の１１月２０日・２１日に又
お願い致しますというお話が来ています。また具体的に詰めまして、ご報告し
たいと思います。

丸田会員代理幹事報告

（次ページへ続く）

アラモアナＲＣとのバナー交換

お名前 メッセージ 金　額

荒井会員 合同コンペで５位になりました。ありがとうございます。 １,０００円　

井上会員
３週続けて欠席致しましたので…新しい保育園の準備で
忙しいです。 ３,０００円　

塩毛会員 合同例会後にご馳走になりました。 １,０００円　

志賀会長 パートナーゴルフコンペに於いて準優勝をしました。 １,０００円　

瀧日会員 アラモアナからおいで頂きました。 １,０００円　

野田会員 分区ゴルフ　ショートホールで１８叩きました。 １,０００円　

服部会員 一年ぶりの人間ドックで健康を確認出来ました。 １,０００円　

当 日 計 ９,０００円　

今期累計 ２１４,０００円　

ニコニコＢＯＸ
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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。

　アフリカの千人の村人が自立できるまでのお金を貸し付けるマイクロバンクの協力をしている他、
カンボジアの孤児院のキッチンの完全な設備を寄付、カンボジア、東ティモール、フィリピン等に
医療品をサプライ、ケニアとインドネシアで何千人もの村人に安全な飲料水を供給、ポリオ絶滅
のために十五万人の子どもに予防注射の寄付、タイの１５０人の孤児の通学用バスを寄付、東日
本大震災へ日本赤十字へ寄付、ベトナムとカンボジアに８００の車椅子の寄付等を、他のクラブ
と協力したりして行っています。
　コミュニティサービス（地域サービス）については、ハワイの青少年に手を差し伸べていること
が特徴だと思います。
　例えば会員１人１００ドルの予算で、貧しい子ども達１５０人を衣類の買い物に連れて行くサービ
スがあります。私が毎年参加させていただいているのは、クリスマスの時に救世軍の鍋でベルを
鳴らす活動です。ウォールマートの入口に立って、鐘を鳴らしていると、知らない人が口々に笑顔
でメリークリスマスとか、ゴッドブレスユーとか、楽しいクリスマスをねとか言って、みんながとて
もジョイフルで、沢山の人と話しができることが私にとって喜びです。ウォールマートはそう裕福
な方が来る所ではありませんが、細かいお金を出してくれるのを見ると人の善意を信じられて、非
常に幸せな気持ちになります。メンバーが２人ずつ２時間交替で土曜日１日、２ヶ所でやるのです
が、大体１０００ドル以上集まり、嬉しく思っています。
　他には２５０人の貧しい子ども達に学用品が買えるように寄付をしたり、ハワイから出て行く兵
隊さんに慰問品を送ったり、世界的に有名な調理コースがあるカピオラニ短大に２５０万円くらい
の奨学金を差し上げたり、オアフ島の小学校に約９００冊の辞書や書籍を送っております。
　ハワイはディストリクト５０００に属しておりますので、その運営や財務、財団等の委員も数名の
アラモアナRCの会員が務めております。
　私がもっと参加してれば、もっとちゃんとしたお話が出来るのですが、生化学者というのは研
究室を出たら何の役にも立たず、ベルを鳴らすくらいしか出来ず、これからはもう少し活躍したい
と思っております。
　写真をご紹介させていただきます。
　ホテルのさっぱりした部屋で例会をやっております。震災以降、日本からのお客様が減ってい
ます。
　鈴木さん、高島さんの写真をロジャー・レルードが送ってくれました。これをお見せして、初対
面の氷のような冷たさをやぶって欲しいとのことでした。
　ボブ林さんは、先週あたり低気圧が日本を覆った時に、観光団を連れて広島にいたそうなの
ですが、駅で６時間足止めされ、京都に夜中に着いたそうです。
　６月２１日の木曜日、ゴルフの日の夜にハレコアでのルアウというパーティーにご招待致します。
次の日のレセプションパーティーがワイキキの水族館の庭を貸し切りで行われ、翌２３日は、また
ハレコアに帰ってセレモニーがあります。
　レセプションパーティーにはライブバンドが入り、ビュッフェで、飲み放題です。ロジャーが飲
み物の係で今、集めております。非常に景色の良い所です。
　ハレコアは軍のホテルで、軍の関係者しか入れなくて、私も３年で２回しか入った事がありません。
食べ物もおいしくて、非常に豪華なホテルです。ブーゲンビリアの花は一年中咲いています。ワイ
キキビーチはすごく混んでて、すごく狭くて、これがワイキキか、という感じですが、このあたり
はワイキキビーチよりは砂が白くて、人はあまりいなくて、きれいです。こういう所が良いと思い、
この近くに住むことにしました。私はハレコアホテルが大好きなので、２回もここでやると聞いて
喜んでいます。
　ありがとうございました。


