
２０名出席（全員で２５名）　出席率８０．０％
米田会員（代理）出席報告

第２２９５回例会報告議事録
日時　２５年６月１１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：	宮ガバナー補佐
	 山崎ガバナー補佐幹事
ビジター：	新田会員（柏東ＲＣ）

　先週は親睦旅行の上高地、お疲れ様でした。ありがとうございました。
　私の会長の年度も押し詰まってきました。何もできなかった会長で本当にお詫び
申し上げます。
最終例会ですが、先々週の記念例会のお礼に伺いたいとのことで柏ＲＣの長谷川会
長が参加してくださることになりました。
　次年度の米田会長の予定や方針を見せて頂くと、私のように細かに書くのではな
く、情熱が感じられる方針だと思います。

　自分の年度の会長挨拶を読むと、何一つできておらず改めて反省しています。今後、我孫子ロータリ
ークラブが良くなって行く為には、各委員長が会長の方針をよく理解し、行動していくことが大事だと思い
ます。そこから新たな事が見つかって行くと思います。出席率さえ守れませんでした。平均すると７０数パ
ーセントだったと思います。
　週報の最後に理事会報告を載せています。義援金２２万円の処理方法は米田年度で我孫子市等と相
談して決定したいと思います。
　残念ながら村越会員の退会届けが出ています。私の年度で５名退会されましたが、木村会員が入会し
てくださいました。宮ガバナーより女医さんを紹介してくださるというお話しもあります。
　先日参加した、我孫子ライオンズクラブから礼状が届いています。上村晃一会員が会長をされている我
孫子市スポーツ応援団の定期総会に参加して参ります。今日は分区の会長幹事の引継会です。
　一年間、自分なりにはやったつもりではありますが、なかなか思うようには行かなかったという反省が
あります。ぜひ米田年度に良い方向に引き継いで行ってほしいと思います。ありがとうございました。

丸田会長会長挨拶

　最後の月になり、いよいよ私の年度も終りという事で全てのクラブにご挨拶したく、
お邪魔しております。会長幹事さんをはじめ、クラブの皆さんにご協力いただきまし
た。情報研究会、ＩＭ等、ありがとうございました。改めて感謝申し上げます。
　会員増強が最大の命題だと思いますが、一人一人常にまわりを見て、会員増強に
努めていただきたいと思います。
　少人数のクラブの場合、一人一人の役割が重要になります。我孫子クラブの益々の
ご発展をお祈りしております。

宮ガバナー補佐ご挨拶

　お陰さまでようやく大任が終るという事で、ありがとうございました。私は何もで
きませんでしたが、皆さんのご協力で素晴らしいロータリー活動ができました。本当
にありがとうございました。

山崎ガバナー補佐幹事ご挨拶

　昭和２２年６月１２日生まれの上村文明会員、お誕生日おめでとうございます。先
週、上村会員は欠席されましたので、今月２回目の例会ですがお誕生祝いをしたい
と思います。
　８、９日の最終の親睦旅行は多数の参加者のもと、男性１６名、奥様方８名、
合計２４名で上高地に行って参りました。お天気もよく、眺めもよかったです。服部
会員には細かな情報を提供していただき楽しく過ごせました。ありがとうございまし
た。参加されなかった方に心ばかりのお土産がありますのでお持ち帰っていただけ

ればと思います。来年度の親睦委員長は小池会員です。一年間ありがとうございました。

塩毛委員長親睦委員会報告

　天気に恵まれて大変良い旅行だったと思います。長時間のバス旅行で車内に缶
詰でお酒の強要等あり、私は１.５キロ太ってしまいました。この前からお医者さん
から、中性脂肪が高い、糖尿病の一歩手前だと言われ、毎朝１時間歩き、ビール
を糖質ゼロの発泡酒に変えるという生活を一ヶ月過ごしていたのですが、この旅行
でそれが水泡に帰しました。
　今回、今井観光さんにお願いしましたところ、良い宿を取って頂き、温泉もあり
宴会もでき、楽しく安く行けたと思います。親睦会費の余りが７万６千円位あります

が、次回に繰り越したいと思います。
　上高地に行かれた方は多く、私も１０回程行った事があるのですが、天候に恵まれ、風もさわやかで、
今回ほど風景がきれいで穏やかに見れたことはありませんでした。皆さんのご協力で大変楽しく過ごさ
せて頂きました。ありがとうございました。

服部会員親睦旅行について

　ロータリーに入って１１年めになりますが、入った年にがんをやりまして休みま
して、それ以降休んだことがなかったことがありません。今回、どうしても休ま
なければならない事があり、メーキャップをしなければと思い参りました。
　７月にゴルフをやりますので、皆さん、おいでいただければと思います。

柏東ＲＣ 新田会員ご挨拶

　旅行も非常に楽しかったです。始めての上高地でしたが、きれいな景色が見れて
非常に良かったです。上高地で砂利道でも負担なく押せる車いすを見たのですが、
翌日ＮＨＫで放送されていました。
　次年度の活動計画書を皆様に配らせて頂きました。次年度の関口ガバナーが「元
気なクラブを目指して」と掲げていらっしゃいますので、がんばって行きたいと思っ
ております。会員増強の為に、四つのテストを基本として五大奉仕等、きちんと見
据えて、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕をこなし、良

い例会を作り、会員を増やせればと思います。
　やはり職業奉仕がロータリーの基本だと思いますので、職業奉仕についての卓話や家庭集会の開催
を行っていきたいと思います。昨晩も来年の親睦委員の方 に々集まって頂き、色 お々願いさせて頂きまし
た。
　継続事業であるレンゲまつりの件ですが、ＰＲ活動をもっと行い、市民の方にわかってもらえるように
したいと思います。
　青少年健全育成については、服部委員長にお願いしていますが、子ども達の安全面等に役立てれば
と思います。
　財団や米山奨学会への協力、ロータリークラブのＰＲ活動をきちんとして会員を増やし、５０周年に向
けて頑張って行きたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。
　役員構成図ですが、親睦に服部会員のお名前はありませんが、素晴らしい旅行を企画してくださった
ので、ぜひ次年度も力になってほしいと思っております。
　予定表の黄色いマーカーが引かれている部分はまだ未定ですので、どちらかになると思います。地区
大会の記念ゴルフは１０月７日（月）、地区大会は１１月９日（土）、１０日（日）、分区の合同例会は２月に
なります。来年一年間、どうぞよろしくお願い致します。

米田会長エレクト次年度について

上村文明より
「誕生日のお祝いありがとうございます。なんだか、今度の米田年度に
はエレクトということで、もう一回会長をやらなければならないはめにな
りました。頑張らなければならないなと思います。明日でぞろ目の年に
なります。どうぞよろしくお願いします。」
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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
宮ガバナー補佐 山形の幼稚園へ出張しました。 ２０,０００円　
柏東ＲＣ新田会員 長期欠席をしました。 １,０００円　
井上会員 東京の孫娘が乗馬大会で第２位になりました。 １,０００円　

上村文明会員 誕生日祝いありがとうございました。写真もありがとうございます。 ２,０００円　

木村会員 写真ありがとうございます。楽しい親睦旅行に参加させ
ていただき親睦が深まりました。 １,０００円　

小池会員 写真を頂きありがとうございました。 １,０００円　
塩毛会員 楽しい旅行でした。ありがとうございました。 １,０００円　
志賀会員 写真をもらいまして有りがとうございました。 １,０００円　
鈴木会員 旅行の写真いただきました。 １,０００円　
高島会員 スペイン友好の話。 １,０００円　

高橋会員 旅行に参加させていただきありがとうございました。楽しかっ
たです。写真いただきました。ありがとうございました。 ２,０００円　

野田会員 旅行楽しかったです。 １,０００円　
服部会員 上高地のすばらしい風景を楽しみました。 １,０００円　
星野会員 写真をありがとうございました １,０００円　
松本幹事 写真ありがとうございます。 １,０００円　
丸田会長 旅行がすごく楽しかったです。写真ありがとうございます。 １,０００円　

当 日 計 ３７,０００円　
今期累計 ４２６,０８８円　

ニコニコＢＯＸ

・柏ＲＣより会報受理。
・６月２５日は新旧交代式です。柏駅前の麗宮飯店（りきゅうはんてん）にて６時半点鐘です。
　皆さま是非ご参加いただけるようお願い申し上げます。

松本幹事幹事報告

　上高地では別の用事があり、皆様に大変ご迷惑をおかけしました。
　上高地は自分が子どもの頃に行った頃より変わっていました。ヨーロッパのようにトイレが有料で、
１００円入れてくださいと書いてありましたが、日本の方はほとんど入れないで用を足して帰っていまし
た。こういうお金で自然が保たれているなら非常に良い事だと思いました。
　今日はガバナー補佐、ガバナー補佐幹事、ありがとうございました。

丸田会長閉会の言葉

　旅行に行けずに申し訳ありませんでした。田舎の高校の同窓会の会長をずっとやって
いたのですが、６月の総会で会長をやっと降りました。
　先日、日本とスペインとの友好が４００年経ち、イベントに６５人引率して行ってきました。
４００年の国交は非常に貴重なものです。支倉さんという人が伊達政宗に派遣されてから
４００年になります。偉い人が国境を決めたのであって、国民には国境はありません。内
戦で困ったり、税金が高ければ隣の国に行けば良いのです。日本は周りが海に囲まれて
いるので国民意識はありますが、希有なことではないかと思います。アフリカなんて自分

がどこの国に住んでいるか知らない人も一杯います。大使と参事官、もう一人偉い人と約３時間交流して来ました。
　これからロータリーに関われる時間が多少は増えたかなと思います。

高島会員スペイン友好の話


