
１８名出席（全員で２５名）　出席率７２．０％
荒井委員長出席報告

第２２９６回例会報告議事録
日時　２５年６月１８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：	我孫子JC	OB　依田	勇様

　今日はＪＣのＯＢの依田さんにゲストとして来て頂いています。ロータリーに入
って頂けることと思います。
　手賀沼の花火大会が３年振りに復活するそうです。会場は下総航空基地と柏
の利根運動広場の２会場が増え、２４,５００発を打ち上げ国内最大になるそう
です。
　先週、ロータリーの配偶者に感謝する夕べに参加して参りました。同じテー
ブルにいらした流山中央ＲＣの張ケ谷さんが上村晃一会員のご友人とのことでし

た。女性の会長である白須賀さんは我孫子の駅前で保育園をされているそうです。本来は地区の慰
労会だったと思うのですが、得居ガバナーはフェミニストでいらっしゃるため、今回開催されたよう
です。ザ・ホテルマンハッタンで楽しい時を過ごせました。
　先週、野村総合研究所で「ＩＴが新しいトレンドをもたらす」というセミナーに行って参りました。
金属製の回線がなくなり、無線のネットワークになり、小さい小銭はカード化され、少なくなってく
るだろうという話しでした。また、例えば、コジマで商品にスマホをかざすと、アマゾンではもっと
安く買えることが表示され、スマホ自体が歩く広告媒体になる可能性もあります。アメリカでは車の
保険の審査が一ヶ月かかるそうですが、車にセンサーをつければ運転手が安全な運転をしている
かどうか審査ができます。また、がんこ寿司というチェーン店では店員にセンサーをつけて無駄な動
きがないか調べ１０％程業務が改善されたそうです。富士ゼロックスはコピー機の内側にセンサーを
１５０個つけ、紙詰まりを起こしそうな箇所を前もって直しに行くそうです。電子書籍は、ここが良い、
と思った所をなぞると、データとして集計され、読まなくても良い所がわかるようになるそうです。Ｉ
Ｔを通じて世の中が変わって行きます。
　来年の活動計画書の初校を出しました。細則の中の第８条の五大奉仕部門はクラブ奉仕、職業
奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕の五つですので、委員会もその五つで動いています。
　「綱領」ですが、日本語訳で「ロータリーの目的」となりましたが、地区協議会でも「ロータリーの綱領」
「ロータリーの目的」と二つ載っていましたので、活動計画書の表紙にも二つ載せました。
　今回、活動計画書の表紙は手賀沼の絵になりました。昨年度から我孫子市さんの方からカレンダ
ーの写真を借りる事が出来なくなりました。我孫子市の百景を作ろうと思っているのですが百景がな
い状況です。週報が４２、３回位出るのですが、４２回とも絵を変えて出せればと思っております。
３０景位はリストとしてあるのですが、地元の皆さんに紹介していただけたらと思っております。ご
協力よろしくお願い致します。
　最初の夜間家族例会で奥様方から、ロータリーで我孫子市内をウォーキングなどをして我孫子の
街を見直してはどうかというご意見をいただきました。次年度、できたら実現していただけたらと思
います。
　７月１６日の例会は２,３００回目になります。１００回で切れるのは大体３年に一度になりますので、
何か記念にしていただければと思います。
　５月２７日が千葉県のゴミゼロ運動の日だそうで、柏ＲＣはそれぞれ集まって社会奉仕をされてい
るそうです。我孫子も何かできればと思います。
　そんなことを考えながら、私の年度には何もできなかったのですが、こうして一年間過ごす事がで
き感謝しております。ありがとうございました。

丸田会長会長挨拶

　今日は塩毛委員長がお休みで代わりに前に座っておりますが、特にご報告することはございません。
どうぞよろしくお願いします。

服部副委員長親睦委員会報告

　これから我孫子警察署に持って行きます。全国大会で千葉県は２名感謝状をい
ただきました。

澁谷会員警察友の会より感謝状

　澁谷会員が立派な賞を受賞されたとのことで、そういう方々の中で７月
から会長をやらせていただくということを改めて今、重く受け止めました。
　依田君は、我孫子青年会議所で私と１０年位一緒に町づくりを真剣に
取り組んできた仲間です。私より二つ年下で、私が青年会議所の理事長
をやった時に色々手伝っていただき、大変お世話になりました。上村晃
一会員や高島会員のご子息にも大変お世話になったのですが、その時一
緒に頑張っていた仲間です。我孫子駅前のかっぱ祭りを立ち上げたのが

依田君です。彼は話しを聞いているようで通り過ぎて行く所があり、そこが良い所でもあります。非
常に真面目で何事にも一生懸命取り組んでくれる依田君です。

米田会長エレクト依田さんのご紹介

　我孫子在住１０年位になります。町が好きで、青年会議所をがんばっていました。
仕事は１０年前に利根コカコーラからメットライフアリコに転職致しました。我孫
子がすごく好きでこれからも住んで行きたいと思っております。青年会議所で米
田先輩に大変お世話になりました。来年度、米田先輩が会長ということで、こ
れは「いまでしょ」と言うしかないのかなと思っております。あとは妻の承諾をもらっ
てから正式にお願いに上がりたいと思っております。よろしくお願い致します。

我孫子 JC OB　依田 勇 様ご挨拶

澁谷会員に贈られた記念品
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丸 田 勝 功 
松 本 憲 事

奉仕を通じて平和を

Vol.４８　No.４２　平成２５年７月２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
荒井会員 旅行の写真ありがとうございました。 ２,０００円　

井上会員 新旧交代式に欠席させて頂きます。
幼児教育関係の会合とかさなったため。 ３,０００円　

木村会員 写真をいただき有難うございます。 １,０００円　
小池会員 写真を頂きました。服部さん、ありがとうございました。 １,０００円　
佐藤会員 上高地、不参加失礼しました。 １,０００円　
澁谷会員 写真ありがとうございました。 ２,０００円　
鈴木会員 写真いただきました。 １,０００円　
野田会員 旅行の写真ありがとうございます。 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 写真ありがとうございます。写真ありがとうございます。 １,０００円　

米田会員 依田君にオブザーバーとして出席いただき、ありがとうござい
ます。 １,０００円　

当 日 計 １５,０００円　
今期累計 ４４１,０８８円　

ニコニコＢＯＸ

　今週の土曜に上村会員のご子息がご結婚されます。おめでとうございます。
　県立我孫子東高等学校より、職業訓練の時のＣＤが届いています。
　湯下会員が我孫子市の社会福祉協議会の評議員をされていましたが、鈴木会員が引き継いでくだ
さいました。ありがとうございます。
　本当に一年間ありがとうございました。来週の交代式、よろしくお願い致します。

丸田会長閉会の言葉

・例会変更のお知らせ
	 柏ＲＣ	 ６月２６日（水）最終夜間例会交代式　三井ガーデンホテル柏
	 松戸東ＲＣ	 ６月２１日（金）リスボン世界大会参加日程に重なるため休会
	 	 ６月２８日（金）最終家族夜間例会に変更　
	 松戸西ＲＣ	 ６月２６日（水）夜間移動例会に変更

・毎年来ていますが、我孫子市役所より松戸と下総の自衛隊の協力会にお一人千円ずつ
ご協力いただけたらと当クラブに依頼が来ています。来週の最終例会の時にご賛同
頂ける方はお願い致します。

・６月２５日は新旧交代式です。柏駅前の麗宮飯店にて６時半点鐘です。　　　　　　
よろしくお願い申し上げます。

松本幹事幹事報告


