
第２２７１回例会報告議事録
日時　２４年１２月４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

　今日は年次総会で次年度体制の発表がありますが、私の年度はまだ来年７
月まで残っています。改めて、クラブ活動計画書に書かせていただいた事をも
う一度読ませていただきます。

クラブ奉仕委員会の皆さまへ
・例会マナーの向上。携帯マナーモードの確認の徹底。私語の禁止。
・出席率８０％確保。メークアップの指導。
・年間スケジュールを作成し内容の有る例会、魅力ある例会のプログラムを希望します。
・親睦では全員家族の参加がより多くなる内容を希望します。
・親クラブ（柏）、子クラブ（柏東）との合同例会も企画下さい。
・月間強化部門委員長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さまへ
・我孫子東高等学校の職業体験セミナーは実施されましたのでＯＫです。
・クラブ奉仕委員会との連携で家庭集会、会員研修の実施をお願いします。本来、半期に一度行
ないたかったので、企画をお願いします。
活動運営委員会の皆さまへ
・会員増強について　３名の増員を目標にします。
広報委員会の皆さまへ
・昨年、志賀会長が広報を長期目標に掲げ、れんげ祭りの告知などを行いました。本年度はロー
タリアン全員が広報担当という意識での行動を、との初心に返り、職業奉仕委員会との連携で
会員研修、家庭集会で討議し、意識の向上をさらに高めたいと考えます。
・社会奉仕について、クラブ会員企業社員交流会を分区クラブとの共同開催も含め検討をお願い
します。
・第５回れんげ祭り実施もお願いします。
・ＲＹＬＡへの参加もお願いします。
・財団支援、米山寄付金も本年は必ず実施活動をお願いします。
等、お願いしてあります。会員数も少ないので、すべて行なうのは難しいと思いますが、家庭集会
は年明け早々にでも立案していただき、できれば若い方が集まり、ロータリーのノウハウ等をぜひ
進めて行きたいと思います。
　昨日、インターネットのロータリークラブを見ていましたら、来年４月２１日〜２６日にアメリカのイ
リノイ州シカゴで規定審議委員会が行なわれるとの事で、立法案集が５００頁のＰＤＦになっていま
した。私が会長になったとき、前年度の規定審議会の変更がされないままになっていましたので、
どこが違うのか調べ、ロータリーが薦める推奨定款に合わせて私が変更しました。後程改めて皆
さんにご説明します。
　五大奉仕をやりますよということになってさえいれば、各クラブの細則はクラブに自治権があると
思います。ただ人数が少ない関係上、委員長ばかり多い点は見直したいと思いますが、米田年度
に向けて皆さまに了解をもらいつつ変更して行きたいと思います。
　立法案集の中で、こんなの変わるのかなというのがありました。元クラブ会員の入会金の免除す
る案、例会を月３回とする、月２回とする、年６回とする等回数を減らす案、仕事をした事がない人、
中断している人を会員と認める案、地区協議会という言葉をクラブリーダーシップ研修センターに変
更する案、五大奉仕に環境保護を追加する案、ＲＩのテーマを毎年決めるのでなく恒久的なテー
マにする案、規定審議会が現在３年に１回行われている所を４年に１回にする案、５〜１１歳のキッ
ズアクトを作る案、「我らの天体、地球の保全」というプログラムを作る案等、２００項目あります。

丸田会長会長挨拶

　昭和３４年１２月２２日生まれの牧野会員、お誕生日おめでとうございます。
　今月のディナーショーはバスでお迎えに参ります。会費なのですが、いっこく堂にちなんで１５９１０円
ですので、ぴったりでお願い致します。できましたら、今日あるいは来週に集金させていただきたいと
思います。

牧野会員より
「誕生日祝い、ありがとうございます。５３歳になります。私事ではござい
ますが、実は私が生まれる年の４月に祖父が他界し、私が１２月に生まれ、
家の中ではじいさんの生まれ変わりと言われていました。祖父は４９歳で
なくなりました。物心がつく小学校くらいまでは父の祖父を自分のおじい
さんだと思っていました。
　定年が６０ですが、実質的には５５歳が定年です。先輩方のように社会

奉仕をされていくことが私の理想です。長生きをして、生き甲斐を見つけつつ生活できればいいのかな
と思っております。
　全く話が変わるのですが、私どもの銀行で先日、振り込め詐欺がありました。１０月に７２歳の男性
が定期預金５００万円をおろしたいということでご来店しました。お話しを聞くと典型的な振り込め詐欺
でした。別居しているお子さんの携帯の番号が変わり、会社で使い込みして弁償しなければならない、
自分の代わりに誰かに取りに行かせる、というお話しでした。ご本人は信じきっていらっしゃり、警察
の方に来ていただき説得してもらい、振り込め詐欺を防止できました。犯人は捕まりませんでした。ここ
にいる方は賢明な方達ですのでそういうことはないと思いますが、振り込め詐欺はいろんな手口で巧妙
化しておりますので、年末を控えて気をつけていただけたらと思います。
　今日はありがとうございました。」

塩毛委員長親睦委員会報告

２０名出席（全員で２５名）　出席率８０％
小池会員代理出席報告

・例会変更のお知らせ
	 松戸北ＲＣ	 １２月１１日（火）休会（１０日の夜間例会に振替）
	 	 １２月１０日（月）夜間例会　点鐘１８：００　場所：びわ亭
	 	 １２月１８日（火）休会（２１日のクリスマス家族移動例会に振替）
	 	 １２月２１日（金）クリスマス家族移動例会
　　　　　　　　　　　　　　　　点鐘：１８：３０　場所：ナプシャルズ日本閣
・訃報　松戸北ＲＣ　坂田長作会員１２月１日逝去
　通夜１２月４日（火）１８：００〜、　告別式１２月５日（水）１０：００〜
　場所：セレモ新松戸ホール
・ロータリー友の会より２０１０ー２０１１年度の事業報告書、財務報告書受理。

松本幹事幹事報告

お名前 メッセージ 金　額

星野会員
我孫子市体育協会（ＮＰＯ法人）５０周年式典が無事終了しま
した。（１２月１日）

１,０００円　

牧野会員 誕生祝ありがとうございました。 １,０００円　

丸田会長 牧野会員、誕生日おめでとうございます。 １,０００円　

当 日 計 ３,０００円　

今期累計 ２２１,０８８円　

ニコニコＢＯＸ

　総選挙がありますが、選挙用紙は王子製紙が作っているユポという特殊な紙で、投票箱に入れ
た途端に開きます。読み取りはほとんど機械でスキャンし、速報が早く出ます。選挙ボードも印刷
業の仕事です。大手の印刷会社は選挙関係で大分忙しいそうです。我々中小にも仕事が流れてく
ればいいなと思っております。
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奉仕を通じて平和を

Vol.４８　No.１９　平成２４年１２月１１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。

欠席理事…上村晃一理事　上村文明理事　志賀理事　３名
議案1　一月の例会について
１/１休会、１/８新年例会、１/１５例会　祝事　理事会、１/２２通常例会、
１/２９は１/２７（日）家族移動例会に振替
議案2　来年２/１９IMプログラム　
１１：３０　受付
１２：００　昼食
１２：３０　合同例会点鐘
１３：３０　IM	議題「ロータリーと地域社会」職業奉仕を通じて
１６：００　会長幹事，次年度会長幹事、発表者参加　懇親会
発表を理事会で決める。本日は職業奉仕委員長が欠席しているので次回決定する。
発表者は複数でも良い。
発表内容は1/20 迄にガバナー補佐へ提出する。
議案3　世界フォーラム　ポスターセッション参加について
我孫子ロータリーとして活動が無いので不参加とする。
議案4　レンゲ祭りの継続について
経費面なならば豚汁を止めたり、凧の材料費の有償で良いのでは
レンゲ祭りで無く、親子凧造り大会では如何か？
凧造りに絞り、広く参加者を求めては如何か？　等　
米田年度での社会奉仕活動を継続的に模索する事とした。

理事会報告

丸田会長より
　前年度に本来変更していなければならなかったのですが、ロータリークラブの定款第５条	五大奉仕部
門の部分を「クラブ定款通り」と直させていただきました。新世代奉仕が五大奉仕に追加になりました。
遅い事後報告になりましたが、ご報告させていただきます。細則８条の方も、四大奉仕となっていました
ので、五大奉仕、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、新世代奉仕とさせていただきました。
　今回、体制をすぐ変えるわけにはいかず、米田年度は昨年と同じ組織体制で迎えますが、今後課題と
して変えて行かなければならない部分かなと思います。
米田会長エレクトより
　次年度組織を発表させていただきます。
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　皆さま、よろしくご承認いただきたいと思います。ありがとうございます。
　私は入会して間もないのですが、第４８代会長として、至らぬ点がたくさんあると思いますが、その時
は皆さまからご意見、お叱り等していただければと思います。もし又機会がありましたら立派な会長にな
れるように頑張りますので、来年一年間どうぞよろしくお願い致します。
丸田会長より
　頼もしい次期会長ですので、是非よろしくお願いします。 これから迎える５０周年記念の委員など、
上村文明会員には本当に無理を言ってお願いしました。受けていただいてありがとうございます。お仕事
の方も非常に忙しいとの事で、みんなで協力してやっていきたいと思います。ありがとうございました。
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