
第２２５１回例会報告議事録
日時　２４年７月１０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：	第１０分区ガバナー補佐　宮　　寛様	
	 ガバナー補佐幹事　山崎康弘様	

　今日はクラブ協議会もあります。
　従来、ガバナー月信が皆様のお手元に毎月配られていたのですが、今年度の得居ガバナーの
年度よりクラブに２部ずつ配られることになりました。ガバナー月信を皆さんの中でどう使って行
くかということを決めてくださいという宿題だと思います。ネット上でＰＤＦで載せて閲覧してもら
うか、コピーを取って配布するか、ご検討をよろしくお願い致します。
　来週、１０分区、１１分区合同の職業奉仕セミナーに上村晃一会員と私で出席して参ります。
　８月８日は国際奉仕委員会とロータリー財団の合同セミナーがありますので、担当の方はよろ
しくお願い致します。
　７月７日には社会奉仕委員会と新世代奉仕委員会の合同セミナーがあり、服部会員が出席して
くださいました。報告書を読ませていただきます。
「ロータリーは大震災に何ができるかというテーマで２部構成で行いました。１部は防災に関す
るセミナー、２部は被災地に来てみて、そして助けて欲しいという内容で千葉県の飯岡地区の
福祉協議会会長さんのお話とパネルディスカッションでした。
　得居ガバナーより、「震災に対する支援の取り組みは個々のクラブにより温度差がある。千葉
も被災地である。社会奉仕委員会、新世代奉仕委員会で知恵を出して、県内の被災地に対す
る支援プログラム作りを実践してほしい」とのお話でした。
　先週、ビッグサイトで国際文具見本市というのがありました。ボールペンで書いた文字が自動
的にテキストデータに変えられるというブースが大変混み合っていました。なんと中国に３０００人
の入力スタッフ、日本には日本人の検証係がいて、長文でも７分程度でテキストデータにして戻し
てくれるそうです。入力代行の新たなビジネスの仕組みです。巨大なパワーを感じました。

丸田会長会長挨拶

　親睦委員会は、今年度は佐藤会員、荒井会員、服部会員、私の４人でやら
せていただきます。
　７月７日生まれの志賀会員、１８日生まれの澁谷会員、お誕生日おめでとうご
ざいます。

志賀会員より
「７日で６４になりました。今までちょっと遊びすぎたので、夜の檀家周
りを控えめにしようかなと思っております。ひとつよろしくお願い致しま
す。ありがとうございます。」

　
７月３１日は夜間移動例会を考えております。予定としては柏の高島屋の屋上のビアガーデンでビー
ルを豪快に行こうかなと思っています。

塩毛親睦委員長親睦活動委員会報告

・印西ＲＣよりクラブ活動計画書受理
・第１１回日韓親善会会議参加の募集
　８月３１日（金）、９月１日（土）グランドプリンスホテル新高輪にて
・下総松戸自衛隊協力会の会員募集
　例年、皆さんに１１００円程協賛いただく形になっていましたが、今年より会
　員個人個人のご意志の元に協賛いただくようになりました。本日と来週の火
　曜に受け付けますので、ご協力いただければと思います。

松本幹事幹事報告

２３名出席（全員で２６名）　出席率８８.５％
佐藤出席委員長出席報告

丸田会長
　我孫子ＲＣは再来週の火曜日が得居ガバナーの公式訪問になっています。
　我孫子ＲＣは「楽しくなければロータリーではない」ということで行きたいと思います。次年度の
会長は米田会員にお願いしています。米田会長になった時に負担無くスムースに運営できるように
進めて行きたいと思います。
　２０１２年−２０１３年のＲＩ田中作次会長は八潮ＲＣ出身で３０年振りの日本人のＲＩ会長です。
「奉仕を通じて平和を」をテーマに挙げていらっしゃいます。「どんな些細なことでも人を助けること
が平和につながる。平和は人によって様 な々意味を持っていて、どのような意味においても、ロー

タリーでそれを実現できる」とおっしゃっています。
　復興日本の代表として田中ＲＩ会長の平和の意味を今一度考え、メンバー自身の職業奉仕だけでなく、時代の変
化に対応すべく地域の方達が必要としている奉仕、メンバーが行ってよかったという奉仕を皆さんと模索して行きた
いと思います。
　私の年度目標は、伝統ある我孫子ＲＣを守り、次年度、次次年度につなげる為の種まきの一年として行くことです。
　活動のお願いとしては、クラブ奉仕委員会の皆様に、例会マナーの向上、携帯マナーモードへの確認の徹底、私
語の禁止、出席率８０％の確保、メイクアップの指導、年間スケジュール作成と内容のある例会、魅力ある例会のプ
ログラムを希望します。親睦では、家族例会の、会員家族の参加がより多くなるような内容を希望します。広島平和
フォーラムへの参加旅行も検討ください。分区としては柏南ＲＣさんが取りまとめることが決まっていますが、我孫子
として独自に行うということであれば、検討してもよいと思います。昨年度、アラモアナの周年事業に伺っているので、
豊原への例会参加旅行も企画検討できればと思います。親クラブ、柏ＲＣ、柏東ＲＣとの合同例会も企画してください。
月間強化部門委員会の卓話をプログラムに入れてください。
　職業奉仕委員会の皆様へ。昨年行いました我孫子東高校の職業体験を今年も継続的に行いたいと思います。新
世代委員会との連携でロータリー主催のセミナーの充実と体験後のアンケート等も実施したいと思います。クラブ奉
仕委員会との連携で家庭集会、会員研修の実施を行いたいと思います。
　活動運営委員会の皆様へ。会員増強は３名の増員を目標とします。広報については昨年度の志賀会長が長期目標
に掲げました。本年度はロータリアン全員が広報担当という意識で行動していただき、職業奉仕委員会との連携で、
会員研修、家庭研修等で意識の向上を更に高めたいと思います。社会奉仕について、昨年行いましたクラブ会員企
業社員交流会を分区クラブとの共同開催を含め検討お願いします。終了後のアンケート調査もお願いしたいです。第
５回レンゲまつりも希望します。レンゲの草取り等もロータリーでやった方がいいのではと思います。
　財団支援、米山寄付金ですが、今年は必ず実施活動をお願いします。アラモアナＲＣ、豊原ＲＣとの姉妹クラブ
との連携、マッチング・グラント等、新たな国際奉仕ができないか模索していただきたいです。周年事業の際、アラ
モアナより東北の被災地の小学生向けに文具を送りたいとのことで、こちらで探したりしました。
　理事会の皆様、休会者の分担金の負担について再度検討をお願いします。５０周年委員会の設立のご検討をお願
いします。定款細則の変更についてのご検討をお願いします。ガバナー公式訪問が終わって時間ができましたら、理
事会でご説明致します。よろしくお願い致します。

宮ガバナー補佐
　我孫子ＲＣには初めてお邪魔しました。３５年近く前にクラブ創立の時に井上さんをはじめ沢山の
方にご指導いただきました。ガバナー補佐は単なる順番で引き受けているだけで、得居さんがおっ
しゃることを分区のクラブに確実に伝えてくださいと言われています。
　ガバナーからアンケート用紙を受け取っていて、各クラブの会長さんに書いていただいています。
そのアンケートを元に公式訪問を行います。今日は公式訪問なんて偉そうなことを言える立場ではあ
りません。アンケート用紙を受け取りに来ました。よろしくお願い致します。

司会進行　松本幹事クラブ協議会

お名前 メッセージ 金　額

丸田会長
新年度よろしくお願いします。
小池会員お土産有難うございます。 ２,０００円　

松本幹事 幹事就任　今年一年お世話になります。 １,０００円　

野田会員 アラモアナ 40 周年楽しかったです。 １,０００円　

上村晃一会員
アラモアナ 40 周年式典出席写真を頂きました。
新旧交代夜間例会に病気の為、欠席しました。 １,０００円　

塩毛会員 本年度も親睦活動を通して協力お願いします。 １,０００円　

今井会員 永い事欠席しておりました。 １,０００円　

星野会員 9人目の孫が生まれました。 １,０００円　

志賀会員
誕生日のお祝い有難うございました。
ハワイの写真頂きました。 ５,０００円　

渡辺元会員 転勤になりました。1年五ヶ月有難うございました。 １,０００円　

当 日 計 １４,０００円　

今期累計 １４,０００円　

ニコニコＢＯＸ
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当 日 計 １４,０００円　

今期累計 １４,０００円　

ニコニコＢＯＸ
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我孫子
ロータリークラブ
週報

A B I K O  R O T A R Y  C L U B  W E E K L Y  B U L L E T I N

我孫子ロータリークラブ

2012－2013年度
国際ロータリーのテーマ

事務局 〒277-0835 千葉県柏市松ヶ崎111-24
ＴＥＬ：04（7137）2211　ＦＡＸ：04（7137）2212
Ｅ-ｍａｉｌ : ｊｉｍｕｋｙｏｋｕ@ａｂｉｋｏ-ｒｃ.ｊｐ

：

例会場 〒270-1176 千葉県我孫子市柴崎1-9-14
ＴＥＬ：04（7186）1717　ホテル マークワン　アビコ
：

会 長
幹 事 

： 
： 

（ｍａｌｔａ@ａｂｉｋｏ-ｒｃ.ｊｐ）
（ｍａｔｓｕｍｏｔｏ@ａｂｉｋｏ-ｒｃ.ｊｐ）

丸 田 勝 功 
松 本 憲 事

奉仕を通じて平和を

Vol.４８　No.１　平成２４年７月１７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。

山崎ガバナー補佐幹事
　今年の丸田会長は「楽しくなければロータリーじゃない」とおっしゃっていましたが、私も５年前
の会長の時に同じような思いで活動をしました。ガバナー補佐幹事ということで、何分未熟でござ
いますし、皆さんのご協力がないと成り立ちません。一年間よろしくお願い致します。

クラブ管理運営委員会　米田委員長
　一年間どうぞよろしくお願いします。
　事業計画ですが、皆さんの負担にならないように、より効果的にクラブ運営を行いたいと思っております。ロータリ
アンは１人でも多くの人にロータリーの魅力を伝え、一人が一人会員の紹介を行い、拡大につなげて行きたいと思って
おります。会員が増えることにより各委員会活動が充実し、ガバナーが進める委員会の垣根を越えたクロスプロモー
ション活動で新たな価値が生まれ、魅力ある例会が行われ、会員相互の親睦も深まり、地域社会に奉仕できる素晴
らしいクラブ運営が行えるように努力致します。
　１.例会の運営　２.広報活動　３.親睦活動　４.会員拡大
　以上の活動を一年間行いたいと思います。皆様ご協力の程をよろしくお願い致します。

職業奉仕委員会　上村晃一委員長
　ロータリーが４０数年になり、職業奉仕委員長も何回も経験しましたが、職業奉仕とはどういうことなのかというの
は私もそうですが、皆さんもはっきり言えないと思います。ロータリーの基本概念が変わって来ているのではないかと
思います。ＲＩがどうだとか財団の寄付だとか、そういうことばかり言っていて、ますます会員が減っています。我孫
子ＲＣも多い時は６０人以上いたのが、今は２０数人です。組織がどうこう、ＲＩで決めたからどうこうということをや
っていて、空しくなっています。私自身ロータリーへの期待が少なくなっています。
　ロータリアンはやはり自分たちの職業を基本にした"I	 serve"の精神を基本にした考え方で企画されています。地区
のどうこうというよりも、自分たちでロータリーの大切な基本的な概念で考えた方法でこれから職業奉仕委員長として
進みたいと思います。よろしくお願いします。

社会奉仕委員会　星野委員長
　２年位前に社会奉仕委員長をやりましたが、再度仰せつかりました。
　得居ガバナーより、地域の中での活動をもう一度考え直したらどうか、勉強し直しなさいという話がありました。社
会奉仕活動に対するロータリーの方針を明確に表している決議２３年の３４号を是非クラブでしっかりと勉強してくだ
さいとのことで、決議文を入れました。皆様も是非一年間、再度見直し地域にあった社会活動をしていただきたいと
思います。

国際奉仕委員会　上村文明会員代読
　初めにロータリーは、ポール・ハリスが自分の利益だけを考えるのではなく、よりよい社会を築いて行こうという職
業奉仕の精神でスタートし、その精神に賛同する人々が世界の隅 ま々で広がりました。自ずと国際理解に対して考え、
これを組織化していくことが国際奉仕ということと思っております。
　スリランカのコロナワＲＣの教育振興プロジェクトをホストし、マッチング・グラントで永年奉仕されてきた井上会員、
ライ病救済で医療活動をされた星野邦夫元会員、クラブの先達の尊い志を今年も伝承して行きたいと思います。
　新たな活動も模索して行きますので、ご指導をよろしくお願い致します。
未来の夢計画の理解と運用の勉強。姉妹クラブの連携による国際奉仕の模索。ロータリー財団支援の推進。米山寄
付への活動強化。国際平和フォーラムへの参加支援。
　どうぞよろしくお願い致します。

広報委員会　鈴木委員長
　我孫子ＲＣ全員が広報担当という勢いでやって欲しいとのことです。
　今の世の中、人々の中に目標のようなものが希薄になっている時代かなという気がします。だからこそ、ロータリー
が夢や希望をもって、今年の「奉仕を通じて平和を」という明確な目標がどこにあるのかということも含め、子ども達
からお年寄りまで全ての人々の目線に立って、活動して行かなければいけないかなと思います。
　１３年前のファイヤーサイドミーティングで井上先生が星野邦夫先生の書かれた本を基本書として皆で学ぼうとおっ
しゃられた時に、ここにロータリーの一つの生き方があるのかなと心に刻まれました。
　３月１１日の大きな災害が悪夢だけではなく、これからの未来に続く希望に変えることが日本の大切な課題かなと思
っております。
　大したことはできないけれど、レンゲまつり等、小さな愛情の交換を通して生きて行くことの素晴らしさを共感でき
るということは私たちにとっても財産になっていると思います。

会員増強委員会　小池委員長
　１６年前に私がロータリーに入会した時には４６名の会員がいました。現在２５〜２８名で推移しています。
　会員増強は当クラブにおいて急務の課題であることは会員全員の共通認識だと思います。魅力あるロータリークラ
ブを目指し、３名の会員増強に取り組みたいと思います。それぞれ一名以上、推薦していただきたいと思います。皆
さんの協力をぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

宮ガバナー補佐より総評
　人数が少ないということで大変苦労してらっしゃいます。委員長がすぐ回って来たり、兼任された
りで苦労されていると思います。人数が少ないクラブの宿命ではありますが、それによって、クロス
オーバーな活動等がやり易く、活動を多角的にすることができると思います。
　「奉仕を通じて平和を」とありますが、これは「戦争と平和」の「平和」ではなく、家庭の平和、
クラブの平和、地域の平和、我孫子市の平和ということです。その点をふまえて、公式訪問の時は
お話ししていただければと思います。


