
第２３２１回例会報告議事録
日時　２５年１２月１７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：	我孫子市教育委員会
	 文化スポーツ課
	 課長　西沢隆治様

　先々週の劇団四季とカレッタ汐留の夜景、素晴らしかったですね。ご参加あり
がとうございました。
　１月２９日（水）に沼南さん（今の東クラブ）との合同例会を行いたいと思います。
沼南さんとの合同例会は９月１８日（水）に行われましたが、今度は我孫子担当に
なります。我孫子は火曜日、沼南さんは木曜日なので、中をとって水曜に行います。
　新年例会は何をするか未定ですが、楽しい新年例会にしたいと思います。

小池委員長親睦委員会報告

　１１月３０日に職業奉仕委員会が松戸の商工会議所で行われ、昼から行って参
りました。
松戸、野田、流山あたりの分区が集まりました。ディスカッションは７テーブルくら
いで行いました。
　職業奉仕については実際にロータリーの会員として何かやるのだと思っていまし
たが、一人一人が職業を全うすることが職業奉仕の基本だというお話しがありまし
た。職業奉仕とは商売繁盛することだ、というお話しもありました。
いいお話しだと思いました。ありがとうございました。

野田委員長職業奉仕委員会報告

・流山ＲＣより週報受理。
・我孫子ＲＣのカレンダーが残っておりますので、
　もらっていない方がいらっしゃいましたら事務局までご連絡ください。

荒井幹事幹事報告

野田会員より
「突然のご指名を頂きまして、ありがとうございます。
　女房と女房の実の姉と私の３人で参加しました。一人追加だと一人だけ席が別に
なったのですが、私が一人ぽつんと座りました。前 日々に鈴木会員とゴルフをして
大負けし、やけになって練習をしたら腰が痛くなり困っていたのですが、さすが親
睦委員長です。一番左の端で、足は外に出せるし本当に楽でした。観客はほとん
どが若い女性で、一人ポツンと観ている私を隣の若い人達がおそらく「このおじさ
ん何だろうね」とちょろちょろ見ていました。なだ万の方も素晴らしい景色でした。
東京は年に１、２回ですのでお上りさん気分で、一日楽しく過ごさせて頂きました。
ありがとうございました。」

上村文明会員より
「うちの女房と一緒に大変楽しく参加させていただきました。うちのが劇団四季が
大好きで、ウィキッドは２回目でした。ウィキッドはオズの魔法使いの裏話だそう
で面白かったです。なだ万も大変すばらしく、親睦委員長、本当にありがとうござ
いました。」

劇団四季「ウィキッド」の感想

　会長・幹事宛に、２７９０地区の２０１５−１６年度ガバナー候補者として宮寛さん
が指名された旨届いています。回しますので、ご確認ください。
　村越さんと鎌田さんが来週、お食事にいらしてくださり、１月最初に入会式を行
いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
　我孫子広報を見ると、１０大ニュースとして１月は中央学院が箱根駅伝のシード権
を獲得したこと、２月は手賀沼のゆるキャラ、うなきちさんがいろんな所で活躍した
こと、６、１０月と健康長寿の新たな取り組みが始まったこと、７月は調査書誤記

入問題の報告書が提出されたこと、８月には手賀沼花火大会が復活したこと、１０月には戸建・集合住
宅の除染が完了したこと等、色々 ありました。
　スポーツの方では、ラグビー高校日本代表に鈴木さんという方が選ばれたり、根戸小のチームが縄跳
びのダブルダッチ世界選手権優勝、東小の相澤さんという方がソフトボール投げ全国大会制覇、白山中
が東葛駅伝で優勝等、若いスポーツ選手が活躍しました。
　７、９月には我孫子在住の古谷田奈月さんという方が日本ファンタジーノベル大賞、奥田亜希子さんと
いう方がすばる文学賞を受賞しました。
　こんな風に若い人達が大変活躍しています。これから我 ロ々ータリークラブでも何か手助けをさせて
頂き、我孫子の発展に寄与できればと思います。
　忘年会等でお忙しいと思いますが、お身体に気をつけてお過ごし下さい。
　来週２４日が本年最後の例会になります。

米田会長ご挨拶

星野会員より
　我孫子市教育委員会の文化スポーツ課の西沢課長様に来て頂いています。
　市内の小中高生の作文を寄付により一冊の本に毎年まとめるようになって１０年に
なるのですが、寄付が底をついてきました。これからも続けて行く為に、我孫子市
内の企業や団体に寄付をお願いしたいと思っております。すみませんが、ご清聴お
願い致します。

我孫子市教育委員会　文化スポーツ課　西沢課長様
　先ほど会長さんからスポーツの方の話がありましたが、少し付け加えさせて頂き
ます。
　東小の女の子がソフトボール投げで全国大会を制覇しましたが、全日本のチーム
の一員に選ばれ、来年１月に日本代表としてシドニーに行く事が決まりました。私共
も応援したいということで、横断幕を学校や駅等に掲げていきますので、その時は
またご協力をよろしくお願い致します。

　めるへん文庫についてですが、ことしょうこさんという８０代半ばの元旅行作家の女性が約１０年前に
１千２百万円を市に寄付してくださり、子ども達が作る小説を募集し、優秀作品を本にして子ども達にわ
けてあげるという事業を１０年間やって参りました。子ども達が自分で作品を考え、書いて、よい作品は
本になり、子ども達の自信になります。あと１０年くらい経てば、もしかしたら何らかの文学賞を取れる方
が出てくれればいいなということで続けさせて頂いております。ことさんからはその後も寄付を頂き、市
でも積み立てをしながら何とか１０年続けてきたのですが、現在、財布の中身がだいぶなくなっておりま
す。ぜひ市民の方にご協力いただき、少しでもよいので長く寄付をお願いしたく、ここへ参りました。少
しでも余裕のある方はご連絡頂ければと思います。どうぞよろしくお願い致します。

我孫子市メルヘン文庫について

２３名出席（全員で２５名）　出席率９２％
塩毛委員長出席報告

お名前 メッセージ 金　額
上村文明会員 娘のところ（シンガポール）へ行って来ました。 １,０００円　
小池会員 前回お休みをしました。 １,０００円　
佐藤会員 前回休ませていただきました。 １,０００円　
志賀会員 例会に出られなくてすみませんでした。 ５,０００円　

当 日 計 ８,０００円　

今期累計 ２３４,５５０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

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 ふれあい百景手賀の丘公園

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
ロータリークラブ
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

Vol.４９　No.２２　平成２５年１２月２４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。


