
第２２４７回例会報告議事録
日時　２４年６月５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：	なし

１９名出席　（全員で２７名）出席率７０.４％
渡辺出席委員長出席報告

　５月１９日のレンゲまつり、ご苦労様でした。とても和やかで良い雰囲気だっ
たと思います。
２９日の夜間例会、大変よかったです。ありがとうございました。
　６月３日に井上先生のめばえ学園が新しく我孫子市認定のめばえの森保育
園となり、新園舎の竣工式が行われました私と幹事と鈴木会員と上村晃一会
員と行って参りました。山形県金山町から参議院議員の方や町会議員の方達
もおいでになりました。おめでとうございました。

　湯下さん、退院おめでとうございます。
　６月１２日にガバナー補佐の森さんと幹事の石戸さんと、バードフェスティバルの方がみえます。
　旭ＲＣの創立５０周年記念誌が届いています。その中に津波の被災の記録が載っています。

志賀会長会長挨拶

７月７日（土）	 社会奉仕＆新世代ダブルセミナー
	 　社会奉仕：星野委員長
	 　新世代：服部副委員長
７月１７日（火）	第１１分区、１０分区合同職業奉仕セミナー
	 　職業奉仕委員長：上村晃一委員長
	 　１５時〜佐倉市ウィシュトンホテル・ユーカリにて
８月４日（土）	 国際奉仕と財団セミナー

	 　国際奉仕：高島委員長
	 　Ｒ財団：瀧日委員長

　以上３セミナーがさっそく入って参りますので、よろしくお願い致します。
７月３日に新旧交代式を行います。その翌週の１０日が私の年度の初例会となります。この時まで
に活動計画書が出来ていますので、クラブ協議会を開きたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

丸田会長エレクト次年度スケジュール

　上村文明会員、鈴木会員、米田会員、お誕生日おめでとうございます。上村会員と米田会員はお
休みなので来週お祝いしたいと思います。

鈴木会員より

「明日で６４才になります。昭和２３年生まれで、戦後のベビーブー
ム、団塊世代です。中高は１０クラスありました。そういう中でもま
れたので、仲間達とうまく交わって行くのは苦ではなく、むしろ喜び
でもあります。いつ召されるかわかりませんが、これからの目標は
どうするか。先日、井上先生の所のオープニングセレモニーに参加
させていただいたのですが、私より２０才上の井上先生が新しい施

設を作られたということは、私にとって目の覚めるような出来事でした。諸先輩方に教えていただ
きながら、６４才以降をどんな風に生きていくか、皆さんの後ろ姿を追いながら、なるべく近づけ
たらいいなと思っております。どうぞよろしくお願い致します。」

先日の夜間例会で、お金を使い過ぎましたので、寄付をお願いします。

小池親睦委員長親睦委員会報告

６月は「親睦活動推進月間」です

　私事で恐縮ですが、つくづく感じたのは、自分の違和感はしっかり言わない
と健康診断で見過ごされるなと思いました。	違和感を感じたら、ちゃんとお
医者さんに伝えて検査してもらうことが肝心だと思いました。ご心配おかけし
ました。ありがとうございました。

湯下会員より

１３名中　１０名出席　理事会成立

１.アラモアナ公式訪問について
　瀧日理事より詳細説明がおこなわれた。
　会長挨拶について/現地での送迎待合せ場所の確認/等行動予定の再確認
２.次年度の新旧交代式、会場の件
　第一候補は、湖北台「ポアロ」火曜日が定休日ですので確認します。
　第二候補は、柏麗宮飯店とさせて頂きます。

第１２回理事会議事録

・例会変更のお知らせ
	 松戸ＲＣ	 ６月２０日（水）	移動例会（親睦旅行）に変更
	 	 	 場所：和モダンリゾート　雲風々　　点鐘：１８：００

丸田会員代行幹事報告

上村晃一会員より
「あと３年で５０周年ですが、３００万の積立金ではむずかしいと思います。
２５周年の時に１千万の積立金で足りなくて５、６百万の借金をしました。あの
当時は６０名位会員がいましたが、今の状態では５０周年記念式典等はでき
ないと思います。会員のご夫人達、アラモアナ、台湾からの方達、全部で２００
名位の方達が来るとすると、最低でも５、６百万はかかると思います。宴の後に
借金が残るのは避けたい。豪華にやる必要はないと思うが、対外的なことが
あるので、意外とかかると思います。」

小池会員より
「柏ＲＣの周年事業はパーティーの登録料が１万で、全部で３００万位で、記念事業費は５０万だ
ったと思います。」
塩毛会員より
「４５周年の時は約５０万円位かかりました。会場費は登録料でまかないました。」
野田会員より
「３７周年の小野会長の時、アラモアナと台湾から姉妹クラブの皆さんが来られました。ウェルカ
ムを湯下会員の神社で盆踊りをして、バスでＮＥＣ等に見学に行ったりしました。総費用で３００万
位だったと記憶しています。どの程度の規模にするか、どういった形にするか詰めていく他ないと
思います。」
瀧日会員より
「まずどういった形でやるか決めなければなりません。丸田会員がおっしゃった通り、そろそろ実
行委員会を決めて、かかるお金に向けて、どれだけ残して行けばよいか決めれば良いと思います。
今回の予算はこれで進めて、ある程度決まったら、後で予算を組み替えてもよいと思います。」
丸田会長エレクトより
「今回は、できれば活動計画書に予算も入れて、皆さんが予算のこともわかるようにしたいと思い
ます。」

次年度予算について
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Vol.４７　No.３９　平成２４年６月１２日号

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

小池会員 （第２２４６回夜間例会寄附） ３,０００円　

佐藤会員 　　　　　　　〃 １,０００円　

塩毛会員 　　　　　　　〃 ２,０００円　

志賀会長 　　　　　　　〃 ５,０００円　

渋谷会員 　　　　　　　〃 ２,０００円　

瀧日会員 　　　　　　　〃　　　　　　　　夜間例会　少し飲み過ぎましたので。 ２,０００円　

野田会員 　　　　　　　〃 ２,０００円　

星野会員 　　　　　　　〃 １,０００円　

松本会員 　　　　　　　〃 １,０００円　

丸田会員 　　　　　　　〃 ２,０００円　

渡辺会員 　　　　　　　〃　　　　　　　　のんでないケド！ １,０００円　

井上会員 ６月３日、新しい保育園の竣工式が無事終了しました。
会長幹事に御出席頂き感謝いたします。 ２,０００円　

上村晃一会員
	● めばえ学園の竣工でのお祝いと工事施工での御礼に。
	● ホテル・マークワンの改装工事で例会場が使えない為
　御不便をおかけした為。

３,０００円　

鈴木会員 ６月６日で６４歳になります。お祝いありがとうございます。 ２,０００円　

湯下会員 見舞、有難うご座居ました。 １０,０００円　

当 日 計 ３９,０００円　

今期累計 ２６９,３４０円　

ニコニコＢＯＸ

今年度最後の家族親睦例会が、下記の通り開催されました。
日時：５月２９日（火）　点鐘１８：００
場所：レストラン＆バー『ピラミッド』

第２２４６回例会報告


