
第２２４９回例会報告議事録
日時　２４年６月１９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

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

　なんとか一年やってみましたが、非常に私は気が利かず、皆さんに頼りっぱ
なしでした。皆様方に本当にお世話になりました。私より幹事の方が大変だっ
たと思います。親睦委員長も、他の委員長も皆さん大変だったと思いますが、
一番お世話になったのは丸田会員だと思います。
　明日からアラモアナＲＣの４０周年に行ってきます。無事に行ってきたいと思
いますので、ひとつよろしくお願いします。

志賀会長会長挨拶

　次週の新旧交代式は３１名の参加予定です。ポアロで６時半点鐘です。
小池親睦委員長親睦活動委員会報告

　２０１２−２０１３活動計画書がお手元に届いているかと思います。２７９０地
区の組織図がありますが、非常に地区役員が少ないです。未経験者の方が多
く、新しい形でやって行きたいという方針だと思います。
　５ページに我孫子ＲＣの役員理事委員会構成の表があります。会員増強が
急務の課題だと思います。
　３ページに年間行事予定が載っています。
　５月１７・１８日の広島平和世界フォーラムについては、柏南が音頭を取って

行きましょうかと会長幹事会では決まっています。我孫子としても親睦旅行の形で参加してもよい
かなと考えております。
　新たな試みとしまして、８ページに我孫子ＲＣの予算案を載せています。５０周年に向けての取
り組みを進めたいと思います。
　３６ページの我孫子ＲＣの定款細則ですが、おととしの規定審議会で大分変っていますので、
規定審議会に沿って変更しました。
　また、最後の方のページに例会メモを設けました。活動計画書があれば色 と々議事進行にも役
立つと思い、例会メモを加えました。
　どうぞ、明日から気をつけてハワイ旅行に行ってきてください。
　ぜひ来年一年間、どうぞよろしくお願い致します。
　会員の中に酒井会員の名前が入っていました。訂正シールを至急作成します。申し訳ありません
でした。

丸田会長エレクト次年度活動計画書について

　いよいよ明日出発です。
　プレゼントについてですが、我孫子ＲＣとしては昔の申し合わせに従って、会
としてのお祝いをアラモアナに差し上げるということで現金１０万円を差し上げ
ることにしました。個人の知り合いがおられるので、個人個人に贈り物を公式
晩餐会の席上で差し上げることにしたいと広島ＲＣから申し出があったそうな
のですが、とすると、我孫子ＲＣは１回しか壇上に行かず、広島ＲＣが何度も壇
上に上がることになり、どうしたものかとアラモアナの方で心配されました。２０
年位前に贈り物合戦のようになってしまったらしく、贈り物はやめようという話に

なったそうですよとアラモアナＲＣに伝えました。再度広島と話し合った結果、個人的な贈り物は正
式晩餐会ではしないことになりました。会長幹事への贈り物は１万円ずつくらいの予算で、漆のプ
レートにしました。英文の説明書も入っています。今、お回ししますので、ご覧になってください。
　プログラムのドラフトが来たのですが、感謝状の交換というのがあり、急遽、おととい丸田さんに
無理を言って、福武さんに文章を翻訳していただき、志賀会長のサインも入った額入りの感謝状を
作っていただきました。
　今回やりとりをして、つくづく感じたのはカルチャーの差です。日本人は本当に真面目です。日本
人は精密な仕事をします。アメリカ人はかなりラフです。日本生まれで日本育ちの田中よう子さんが
間に入ってくださいましたが、大変ご苦労されています。インドや中国は全く文化が違います。中国
に行って、惨憺たる目にあって、放り出されている日本の中小企業が多いです。大企業は間に人をは
さんでいるので、そんなに酷い目にはあっていませんが、中小企業ではそういうケースが多いです。
　話が脱線しましたが、なんとか今は落ち着きました。これで無事に進行するだろうと思います。

瀧日委員長アラモアナＲＣ４０周年について

　私共の幼稚園の門の所に蜜蜂が飛び始めて、玄関の所の椎木の下の所に巣
を作っていました。レンゲまつりの松丸さんに連絡したら、すぐ来てくれて、特
別の掃除機で吸い取ってくれました。彼が言うには、まだ他に巣があるぞ、との
ことでした。風よけのための木の塀があるのですが、お預かり保育室の横の
塀の中に案の定、蜂の巣があり、Ｎスタの記者がカメラを持ってきて、蜂の巣
を取る一部始終が写されました。見事な位の蜂の巣で、蜂蜜がベターっとつい
ていて、２万匹くらいの蜂を取ってくれました。子ども達が天然の蜂蜜をなめて
みて、おいしいと言っていました。野田会員のお孫さんのしゅうちゃんもいらっ

しゃいました。蜂を傷つけてはかわいそうと、松丸さんは素手で作業をします。そんな細やかな愛
情を持ちながら養蜂家をしてらっしゃるということも一つの学びになりました。子ども達も大人達
もそんな体験をさせて頂いたことに、とても感謝しています。

鈴木会員より

６月は「親睦活動推進月間」です

　瀧日会員の方から文化の違い、というお話がありましたが、昨年、台湾の５０
周年に行って参りました。
　姉妹クラブは提携されてから４０年以上になります。昨年の台湾の５０周年
にはハワイからは一人も来ておりません。つくづく考え方の違いがわかったの
は、つきあうと、個人的にもとても親切にしてくれます。泊まってる部屋の中まで
来て接待してくれました。ハワイではロビー以外は中には入ってきません。必ず
電話をして、時間があったらいかがですか、となります。我 日々本人は両方の付
き合い方ができるような気がします。

　豊原ＲＣは姉妹クラブを含めて、１０クラブくらい来ていました。ものすごく派手で、セレモニーが
上手でした。
　ハワイの２０周年の時には私は会長で行って参りましたが、非常にセレモニーとしてはすっきりし
ていました。贈り物の件で、セレモニーではやらないという取り決めがあったのですが、ハワイの方
達が持ってきてしまい、ちょっとおかしなことになりました。豊原でも、個人的にはしましたが、正
式なセレモニーの時には贈り物の交換はありませんでした。我 も々４０年の付き合いの中で学ん
できたと思います。みんなで楽しく行って参ります。

上村晃一会員周年記念行事について
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（ｓｈｉｇａ@ａｂｉｋｏ-ｒｃ.ｊｐ）
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Vol.４７　No.４１　平成２４年７月１０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

鈴木会員 Ｎスタ（ＴＢＳ）に幼稚園が蜜蜂の話で登場しました。 １,０００円　

志賀会員 皆さん１年間どうもありがとうございました。 ３,０００円　

野田会員 鈴木公三会員の話で孫の名前が出ました １,０００円　

米田会員 皆様１年間ありがとうございました。 １,０００円　

当 日 計 ６,０００円　

今期累計 ２８８,３４０円　

ニコニコＢＯＸ

・例会変更のお知らせ
	 松戸東ＲＣ	 ６月２２日（金）通常例会に変更
	 	 ６月２９日（金）家族夜間例会に変更
	 柏西ＲＣ	 ７月６日（金）夜間例会に変更

　全然わからない中で幹事を引き受けさせていただいて、一年間、色んな勉
強をさせてもらい、感謝しております。来年も再来年も勉強して行って、会員を
増やすと同時に自分も成長して、きちんとしたロータリアンになって行きたいと
思います。本当に一年間ありがとうございました。

米田幹事幹事報告


