
　レンゲまつりの計画を立てているのですが、私が動けない事が多いので鈴木会員にこれからは
進めて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。

星野委員長社会奉仕委員会報告

第２２８９回例会報告議事録
日時　２５年４月２３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

１8 名出席（全員で２５名）　出席率７０．８％
新井委員長出席報告

　親睦旅行は現在２２名のご参加希望を頂いております。男性１５名、女性７
名です。今まで実施日が平日が多かったのですが、今回は土日にさせていただ
きました。土日ならということで、京葉銀行支店長の高橋会員が参加してくだ
さることになりました。ありがとうございます。

塩毛委員長親睦委員会報告

　先週４月１６日に合同コンペ、合同夜間例会があり、コンペで優勝させていた
だきました。
　私も会長が残す所あと２ヶ月になりまして、ほっとする反面、まだまだやり残し
たことがあります。
　来月５月１８日（土）にレンゲまつりがあります。
今朝、写真を撮って来ました。かわいい花が咲い
ていました。できれば雑草取りをしたいと思うの
ですが、皆さんに労を掛けても成果なしということ

はやる必要はないと思うので、雑草取りはあきらめようと思います。例
年と同じ内容の予定です。組織図を作って頂き、凧作り、現地の設置、
前日の豚汁の下準備等、ひとつよろしくお願い致します。
　先週、２つセミナーに参加してきました。
　一つはＰＬ法（製造物安全法）についてでした。家電を使い慣れて
いない昔は、さまざまな使い方をして事故があったそうですが、最近
は、思いもよらない使い方を消費者の方がして大きな怪我になったり
するそうです。製品を使う時に取扱説明書が非常に重要になるため、印刷業界としてもそこまで責
任を負っているという感覚で取扱説明書を作らなければなりません。
　もう一つのセミナーはＡＲ（拡張現実）についてです。ＡＲのソフトを使えば、テレビの中に自分
が入る事ができ、恐竜と出会えたりすることができるようになっています。特殊なマーカーで、この
商品は生産者は誰かや、どのように作られているかがわかります。色んな意味で、いい方向に役立
てて行けば、技術の国、日本もまだまだやって行けるのではないかと感じました。
　ガバナー事務所より、クラブ訪問報告用紙という書類が来ています。ガバナー補佐の評価のよう
です。毎年来ている書類らしいです。地区指導者育成セミナーには何名のクラブ会員が参加しまし
たかという質問があるのですが、そんなセミナーは今年はありません。事務局に確認してみます。
　県立我孫子東高校で行われたインターンシップの指導資料集が来ています。今年も数多くの事業
所、我孫子ロータリークラブ、柏東ロータリークラブ、我孫子市役所、印西市役所の皆様にご協力
いただきましたと編集後記に書いてあります。各生徒の１分間スピーチが書かれています。回覧致し
ます。（５ページに掲載）
　オリコのビジネスカードを作って頂けないかとロータリーから来ていますので、ご希望の方がいら
したらご連絡ください。
　小池会員が推薦してくださり先日来ていただいた、スクールアイイーの経営者の木村さんの会員バ
ッジ授与式を来来週させていただきます。
　来週３０日は、休会にさせていただきます。次回例会は５月７日になります。よろしくお願い致します。

丸田会長会長挨拶

小野会員の奥様よりお礼状



　今月２９日に次年度の地区協議会が行われます。アパホテル＆リゾート東京ベ
イ幕張で９時から受付、１０時点鐘、１６時閉会予定です。
　先週の週報に役員・理事・委員会構成が載っています。
　クラブ奉仕部会の公共イメージ委員会は丸田会長、クラブ奉仕部会の会員
増強は小池会員、クラブ奉仕部会のクラブ奉仕委員会は上村文明会員、職業
奉仕部会は野田会員、社会奉仕部会は鈴木会員、国際奉仕部会は塩毛会員、
国際奉仕委員会は星野会員、新世代奉仕部会は服部会員、ロータリー財団部

会は瀧日会員、米山奨学委員部会は井上会員、ロータリー情報委員会部会は志賀会員で提出させ
ていただいております。どうしても出席できない場合は、代わりの方をお願い致します。
　丸田会長、松本幹事、上村文明会員、荒井会員、佐藤会員、高島会員、瀧日会員、星野会員、
服部会員からは出席いただけるお返事をいただいています。人数が足りておりませんので、出席出
来る方が他にもいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願い致します。
　部会、車の乗り合い等、事務局の方から改めてお知らせ致します。

米田会長エレクト地区協議会について

　凧の中川さんには野田さんが連絡してくださり、市の公園緑地課との折衝は
私がしております。市の広報等に２回載る予定です。参加者のメインは井上先
生の所と私の所の園児と保護者になります。
豚汁作りについては、鍋等はうちの幼稚園のを使って頂ければと思います。段
取り、準備会場の公民館の手配等、役割表が野田会員のパソコンに入ってい
るとの事ですので、役割表は野田会員にお願いして、慣れていらっしゃる塩毛
会員、小池会員に音頭を取っていただければと思います。どうぞご協力お願い
致します。

鈴木会員レンゲまつり実行委員会準備について

　前立腺がんの検査をして一年が経ち、１月１１日に数値がよくなって喜んで戻
って来たのですが、２月１０日頃、天気がよく暖かいのでバイクに乗ろうとして
エンジンをかけ、バイクを起こそうとしたら全然起きず、ちょっと力を入れて持
ち上げたら、ものすごく胸が痛くなり身体ががたがたになりました。その後一
週間くらい、脱力感がひどく、そのうち咳や痰が出て来ました。３月中旬には５
メートル歩くと胸が苦しくて、階段も上がれず、甥っ子の病院に行ってレントゲ
ンを撮ったのですが、全く正常でした。心電図も取ったのですが、正常でした。

結局、風邪薬をもらって帰りました。薬を飲み、三日くらいたったら体調がよくなりました。今では
孫も抱いて歩けるようになりました。風邪をこじらせたようでした。

星野会員近況について

お名前 メッセージ 金　額

荒井会員 １０分区親睦ゴルフで１５位の飛賞を頂きました。あり
がとうございました。 ２,０００円　
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小池会員 先週例会を法事の為にお休みさせていただきました。
木村新会員のご承認ありがとうございました。 ２,０００円　

高橋会員 社内の業績評価で表彰されました。旅行お誘いありがと
うございました。 ２,０００円　

服部会員 孫が小学校に入学しました。 ３,０００円　

星野会員 カゼをこじらせひどい目にあいましたが、体調がもとに
戻りつつあります。ありがたいものです。 １,０００円　

丸田勝長 １０分区合同ゴルフコンペにて優勝させて頂きました。 ５,０００円　
当 日 計 １７,０００円　
今期累計 ３３７,０８８円　

ニコニコＢＯＸ



・小野会員の奥様より、三宅義行様の講演へのお礼と、先般、主人のお通夜
と告別式で大変お世話になり感謝申し上げますとのお礼状を頂いています。
・柏ＲＣの創立記念日移動例会の案内受理。アミュゼ柏にて映画「双葉から遠
く離れて」を上映予定。
・例会変更のお知らせ
　松戸西ＲＣ ５月１日（水） 休会
 ５月１５日（水） 国会見学の為、移動例会
 ５月２２日（水） 我孫子ゴルフでの１２分区ゴルフ大会の為、
  移動例会
　印西ＲＣ ５月１日（水） 休会
 ５月２２日（水） 印西ＲＣ主催のウォークラリーに振替
・「やまだの作文」受理。東日本大震災の復興メモリアル、小学生の作文集が、
第２５２０地区ガバナー小野寺様及び山田ロータリークラブの会長の阿部様
より要請があり届きました。

松本幹事幹事報告
我孫子市民体育館 ( 東進ピルシステム)
　私たちは市民体育館にお世話になりました。最初はどうなるか不安でしたが、仕事をしていくに
つれて作業にも慣れてきました。スタッフの皆様がとても優しく接してくださったので、働きやすか
ったです。作業時間は９時から１６時までで、案外長かったけれど、頑張りました。１日目は施設
の案内をしてもらいました。知らない事も知れたので、良かったです。２日目・３日目は男子と女子
に別れて作業をしました。昼休みはスタッフの方 と々コミュニケーションを取りながら食事をさせて
いただきました。最終的には将来、社会人になるための大事なことやコミュニケーションの取り方
を学べたのでとてもいい経験でした。

太平洋印刷株式会社
　今回僕たちは３日間、太平洋印刷という企業の印刷などを主に扱う事業所を体験させていただ
きました。まずは挨拶に始まり、１日日には基本的な学習や簡単な体験をやらせていただき、印
鑑作りや大きな印刷機の説明やポスター制作を行いました。特に印鑑作りが思い出に残っています。
作った印鑑は全員分いただきました。そして、2日目には主に製本という作業を実際にやらせてい
ただきました。製本は同じ作業の繰り返しで、立ちながらの作業だったのでとても辛かったです。
そして３日目も製本を行いました。今回のインターンシップで学んだ事をこれからの生活にいかして
いきたいと思います。

日建ホーム株式会社
　私たちは、インターンシップで日建ホーム株式会社に行きました。日建ホームでは、模型作りや
ＣＡＤというソフトを使っての家の設計図の作成を、詳しい所まで細かく教えてもらいました。実際
に現場に出て大工さんの体験談をうかがったり、実際に体験したりして楽しかったです。日建ホー
ムの人達は、とても優しく親切で、年下の私たちにも敬語を使うなどさすが社会人だなあと思いま
した。３日間、日建ホームで仕事ができて、とても充実した日になりました。私たちは日建ホームで
さまざまな事を学びました。今回学んだことをこれからの学校生活にいかしていきたいと思います。

めばえ幼稚園
　私達は、めばえ幼稚園というところに行ってきました。初めは、上手くいくかわからず心配でした。
１日日も２日目も３日目も、子ども達とお誕生日会をおこないました。また、お野菜を使ってスタンプ
をつくり、大きな紙に星を作りました。子ども達の中で、流行っている、ゴーバスターズのお話をた
くさんしてもらえたことが、とても嬉しかったです。お野菜を切り取って色 な々形にして、みんなで
お星さまを作ったことが勉強になり、一番感動しました。また、お誕生日会では、お母さんお父さ
ん方が黒猫の絵本を作ってくださり、とてもすごいなと思いました。今回のインターンシップは、私
の将来への勉強になりました。

ホテルマークワン我孫子
　私たちはホテルマークワン我孫子に行きました。おもにフロント係を担当しました。フロントの仕
事は、思ったよりもたいへんで、やらなければならないことがたくさんありました。１日中立ちっぱ
なしでいらっしゃったお客様に挨拶したり、個人情報のことを少し手伝ったりしましたが、「挨拶が
いかに大切か」ということを実感させられた仕事でした。ホテルの最上階の客室からはスカイツリ
ーがよく見えました。「楽しかった」だけでなく、「辛かった」体験ですが、将来につなげるとても
いい勉強ができたと思います。

千葉県立我孫子東高等学校インターンシップ「一分間スピーチ」
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致します。

鈴木会員レンゲまつり実行委員会準備について

　前立腺がんの検査をして一年が経ち、１月１１日に数値がよくなって喜んで戻
って来たのですが、２月１０日頃、天気がよく暖かいのでバイクに乗ろうとして
エンジンをかけ、バイクを起こそうとしたら全然起きず、ちょっと力を入れて持
ち上げたら、ものすごく胸が痛くなり身体ががたがたになりました。その後一
週間くらい、脱力感がひどく、そのうち咳や痰が出て来ました。３月中旬には５
メートル歩くと胸が苦しくて、階段も上がれず、甥っ子の病院に行ってレントゲ
ンを撮ったのですが、全く正常でした。心電図も取ったのですが、正常でした。

結局、風邪薬をもらって帰りました。薬を飲み、三日くらいたったら体調がよくなりました。今では
孫も抱いて歩けるようになりました。風邪をこじらせたようでした。

星野会員近況について

お名前 メッセージ 金　額

荒井会員 １０分区親睦ゴルフで１５位の飛賞を頂きました。あり
がとうございました。 ２,０００円　

井上会員 ２回欠席しました。結婚５９年記念旅行と孫の乗馬競技
会見学のため。 ２,０００円　

小池会員 先週例会を法事の為にお休みさせていただきました。
木村新会員のご承認ありがとうございました。 ２,０００円　

高橋会員 社内の業績評価で表彰されました。旅行お誘いありがと
うございました。 ２,０００円　

服部会員 孫が小学校に入学しました。 ３,０００円　

星野会員 カゼをこじらせひどい目にあいましたが、体調がもとに
戻りつつあります。ありがたいものです。 １,０００円　

丸田勝長 １０分区合同ゴルフコンペにて優勝させて頂きました。 ５,０００円　
当 日 計 １７,０００円　
今期累計 ３３７,０８８円　

ニコニコＢＯＸ



　レンゲまつりの計画を立てているのですが、私が動けない事が多いので鈴木会員にこれからは
進めて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。

星野委員長社会奉仕委員会報告

第２２８９回例会報告議事録
日時　２５年４月２３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

１8 名出席（全員で２５名）　出席率７０．８％
新井委員長出席報告

　親睦旅行は現在２２名のご参加希望を頂いております。男性１５名、女性７
名です。今まで実施日が平日が多かったのですが、今回は土日にさせていただ
きました。土日ならということで、京葉銀行支店長の高橋会員が参加してくだ
さることになりました。ありがとうございます。

塩毛委員長親睦委員会報告

　先週４月１６日に合同コンペ、合同夜間例会があり、コンペで優勝させていた
だきました。
　私も会長が残す所あと２ヶ月になりまして、ほっとする反面、まだまだやり残し
たことがあります。
　来月５月１８日（土）にレンゲまつりがあります。
今朝、写真を撮って来ました。かわいい花が咲い
ていました。できれば雑草取りをしたいと思うの
ですが、皆さんに労を掛けても成果なしということ

はやる必要はないと思うので、雑草取りはあきらめようと思います。例
年と同じ内容の予定です。組織図を作って頂き、凧作り、現地の設置、
前日の豚汁の下準備等、ひとつよろしくお願い致します。
　先週、２つセミナーに参加してきました。
　一つはＰＬ法（製造物安全法）についてでした。家電を使い慣れて
いない昔は、さまざまな使い方をして事故があったそうですが、最近
は、思いもよらない使い方を消費者の方がして大きな怪我になったり
するそうです。製品を使う時に取扱説明書が非常に重要になるため、印刷業界としてもそこまで責
任を負っているという感覚で取扱説明書を作らなければなりません。
　もう一つのセミナーはＡＲ（拡張現実）についてです。ＡＲのソフトを使えば、テレビの中に自分
が入る事ができ、恐竜と出会えたりすることができるようになっています。特殊なマーカーで、この
商品は生産者は誰かや、どのように作られているかがわかります。色んな意味で、いい方向に役立
てて行けば、技術の国、日本もまだまだやって行けるのではないかと感じました。
　ガバナー事務所より、クラブ訪問報告用紙という書類が来ています。ガバナー補佐の評価のよう
です。毎年来ている書類らしいです。地区指導者育成セミナーには何名のクラブ会員が参加しまし
たかという質問があるのですが、そんなセミナーは今年はありません。事務局に確認してみます。
　県立我孫子東高校で行われたインターンシップの指導資料集が来ています。今年も数多くの事業
所、我孫子ロータリークラブ、柏東ロータリークラブ、我孫子市役所、印西市役所の皆様にご協力
いただきましたと編集後記に書いてあります。各生徒の１分間スピーチが書かれています。回覧致し
ます。（５ページに掲載）
　オリコのビジネスカードを作って頂けないかとロータリーから来ていますので、ご希望の方がいら
したらご連絡ください。
　小池会員が推薦してくださり先日来ていただいた、スクールアイイーの経営者の木村さんの会員バ
ッジ授与式を来来週させていただきます。
　来週３０日は、休会にさせていただきます。次回例会は５月７日になります。よろしくお願い致します。

丸田会長会長挨拶

小野会員の奥様よりお礼状



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。

創立　昭40. 12.  12／Ｒ.Ｉ加盟 承認　 昭41.  1.  8

http://www.abiko-rc.jp

第2790地区

我孫子
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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台1-9-14
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：

会 長
幹 事 

： 
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