
２０名出席（全員で２５名）　出席率８０％
野田会員代理出席報告

第２３０４回例会報告議事録
日時　２５年８月２０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

　暑いお盆休み中は、鉾田で毎朝晩に海に入り、日中は建物を直したりして一週
間過ごしました。
日中は暑すぎて海に入れず、日陰を探しながら仕事をしました。暑さの中で足や
肩がつったりして、
初めて塩をなめました。
　新盆なので、湯下会員と尾上会員の所にご挨拶に伺いましたことをご報告致し
ます。

　依田会員はあびこカッパまつりの準備で今日はお休みです。カッパまつりにもご協力お願い致します。
　理事会の報告です。
　今月は会員拡大増強月間になっています。我孫子としては基本的には一業種一名ですが、素晴らし
い方がいらしたら同業の方も是非入会していただきたいという方向で進めて行く事になりました。女性
の方に関しても素晴らしい方がいらしたらウェルカムです。
　２０１２年〜２０１３年の決算報告も理事会で出されました。
　佐藤会員が石巻でボランティア活動をされていて、石巻の食品が売れないというお話しを伺いまし
た。機会があれば石巻に行って物産を買ったりできればという話しが出ました。購入支援の具体化を
検討をすることになりました。
　暑いですが、皆さん、お身体に気をつけて例会に出席していただければと思います。

米田会長会長挨拶

　千葉の方に小池増強委員長と行って参りました。
　広報の予算がないクラブがけっこうありました。私共も広報自体の予算は少な
いです。
袖ヶ浦や松戸等では各委員会の引継を全員でやるそうなのですが、予算もその時
に考えるそうです。よいやり方だと思いました。

野田委員長広報委員会報告

　セミナーに行って参りましたが、４人組行動隊、というようなお話しもありました。街へ行って、青
年会議所、商工会議所、ＰＴＡ関係の人、銀行や得意先に紹介してもらう、ライオンズをやめた方、
会社を退職された方、ゴルフや絵画等の趣味の会の方、親類縁者に声をかける、というようなありき
たりな話しでした。
　先ほど理事会報告でもありましたが、一業種一名が基本的な考え方です。あるクラブで５人建設関
係の方が入会されたのですが、利害関係もあり、辞めていかれたそうです。
　千葉日報の一面にロータリーの広告を年に１、２回出す、全国紙面に広告を出す等、ロータリーの
知名度をあげることが増強に大事だという話しもありました。
　今、世代交代に来ている気がしますので、皆さんのご協力を得ながら、一人一、二名ご紹介いただ
き、戸別訪問をさせていただきたいと思います。よろしくどうぞお願い致します。

小池委員長会員増強委員会報告

　卓話の件、ご協力をよろしくお願い致します。順番を決めたいと思います。既
にご協力いただいた方はありがとうございました。
　今日は日本笑いヨガ協会の方から体験をさせていただきたいという申込みをい
ただいたのですが、１時間位かかるそうで、卓話の時間では足りないので、理事
会を通して決めさせて頂きたいと思います。

上村文明委員長プログラム委員会報告

　９月１８日（水）の昼には藤ヶ谷カントリークラブで柏東ＲＣとの親睦ゴルフ、夜
は沼南地区にある自衛隊基地のすぐわきにある海鵬荘（かいほうそう）という所で
親睦例会を行います。
　１２月に歌舞伎を予定していたのですが日程が合わなかった為、歌舞伎は２月３
月に先送りさせていただきたいと思います。１２月は７日（土）に劇団四季の「ソング＆
ダンス」を観に行きたいと思います。ぜひご参加ください。午前中にバスで移動し、
公演は２時頃から始まります。公演は約３時間なので、夕食をとって夜に帰宅する予

定です。日程を押さえておいていただきたいと思います。
　先週お祝いできなかった、昭和１３年８月２２日生まれの上村晃一会員、お誕生日おめでとうございます。

上村晃一会員より挨拶
　誕生祝をしていただくのはロータリーだけです。二日後に７５歳に
なります。健康保険の負担率が１割負担だったのが３割負担になり
ます。
　生まれたのは昭和１３年で、太平洋戦争が始まる３年くらい前で
す。誕生日が終戦記念日の一週間後です。戦争は誰でも反対です。
正義で国は滅びるけれども、汚職では国は滅びないという言葉が
あります。戦争はなぜ起こるかというと軍隊があるからだ、軍隊が

あると武器がいる、武器を作ると戦争につながるからだめだ、そういうことから自分の国では軍隊、武
器は作らないという事をずっとやっていると、軍隊や武器を作っている国に浸食され滅びる、ということ
だそうです。
　最近の沖縄の問題も軍隊がなければいいという話しが正義だと言う風に言われていますが、えてして、
そういう事が間違った方向に行くのではないかと思います。しかし、我 が々気付かないことが多いように
思います。

小池委員長親睦委員会報告

　コンサルタントや学者が言っている事はもっともらしく聞こえますが、自分の商売のために言っているこ
ともあるのではないかと思います。
　戦争の記念日に近い日に生まれたせいか、あまのじゃくのような考え方で、世の中が右と言えば左だっ
たらどうなる？といつも考える習性がつきました。おかげさまで比較的流されないで生きて来た気がします。
　生き方をどうするかをロータリーで勉強するのがいいのではないかと思います。４０数年入っていますが、
時 、々そういうことを痛感させられます。
　今日は誕生祝をいただいたのに、難しい話しをしました。ありがとうございました。

お名前 メッセージ 金　額
上村晃一会員 誕生祝いを戴いて。 １,０００円　

上村文明会員
瀧日さん、ホールインワンおめでとうございました。
記念品ありがとうございます。 １,０００円　

澁谷会員 瀧日さんよりホールインワン記念品をいただきました。 １,０００円　
高島会員 瀧日さん、ホールインワンお目出度うございました。 １,０００円　

牧野会員
ホールインワン快挙達成おめでとうございます。
また記念品ありがとうございます。 １,０００円　

当 日 計 ５,０００円　

今期累計 ６５,０００円　

ニコニコＢＯＸ
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2013－2014年度
国際ロータリーのテーマ
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米 田 友 義
荒 井 光 一

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を

かしわ・あびこ ふれあい百景
我孫子親水広場

Vol.４９　No.７　平成２５年８月２７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。

尾上会員の奥様より、お礼状を頂きました。
荒井幹事幹事報告

　ロータリーで「フォーラム」だとか会議の名前を英語でよく言うのです
が、それを正式に知りません。
「コンベンション」というのは国際会議のことだそうです。「カンファレンス」
は大会、「アセンブリー」は協議会、「フォーラム」はローマ語で討論会、
「シンポジウム」はギリシャ語で小会合、「ミーティング」も同じく小会合、
「セミナー」は研究会だそうです。
　今まで私もよくわからないまま聞いていました。　「ファイヤーサイドミ

ーティング」は家族集会と呼ぶようになったようです。家族集会というのは本来新入会員の方にロー
タリーを紹介したり、家族にロータリーのこと理解してもらうことが目的です。議題を理事会なりク
ラブ協議会で決めるのが基本です。
　会合の目的や基本的な意味がわからないままで、なあなあの形でやって行くとロータリーがおかし
くなってくるのではないかと思い、説明させていただきました。

上村晃一会員より


