
塩毛会員より
　今日はどうもありがとうございます。私は戦争を知らない世代で
して、太平洋戦争という言葉は出て来なくて、第二次世界大戦と言
ってしまいます。親が尋常高等小学校を出たということは知ってい
ますが、尋常高等小学校についてよくわかりません。
　ロータリーの中にはゾロ目誕生日が３人いまして、６月６日が鈴
木会員、７月７日が志賀会員、８月８日が私で続いています。８とい

う数字はけっこう好きな数字です。
　８月の誕生日会は毎年、上村晃一会員が最初に挨拶してくださいます。これからもずっと私より先
に挨拶していただけるように願いましてご挨拶に代えさせて頂きます。

第２３４９回例会報告議事録
日時　２６年８月５日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

国家斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：なし

　大変暑い日が続きます。皆様、体の方はいかがでしょうか。昔は３３度くらい
で暑いなという感じだったと思うのですが、最近は３５、３６度が普通です。梅
雨も昔はしとしと雨が続いていましたが、最近は晴れていたかと思うと急に豪雨
になります。北海道でマグロが取れているそうで、日本が亜熱帯に近付いてい
る気がします。
　７月後半から８月にかけて地区の方でセミナーがたくさんあります。７月２７日

（日）に管理運営委員会セミナーがアパホテルにて行われました。８月１日（金）には広報公共
イメージ委員会セミナーが行われました。８月３日（日）には財団のセミナーが同じくアパホテル
にて行われました。我孫子クラブは財団にあまり協力的でないと地区の方で思われています。
２７９０地区の中で１４クラブが財団の会費がゼロであるので、委員長自らが行ってお話しをさ
せていただきたいとおっしゃっていました。会長の立場で申し上げますと財団の寄付もそれなり
にはやらなければいけないのかなと思いました。
　ロータリーデーをどうやるのかも考えなければなりません。理事会等でご意見を聞かせて頂け
るとありがたいと思います。本日、例会後に理事会がありますので、理事の方は残って頂きます
ようお願い致します。５０周年委員会についての議論も理事会にかけさせていただきたいと思い
ます。
　活動計画書が８月中にはお届けできると思います。本来は７月１日までに活動計画書が出来
上がるように進めないといけないのですが、活動前の事前協議が少しスタートが遅いのかなと思
います。
　先日ロータリー財団のセミナーに行きましたら、地区補助金とグローバル補助金の２つの補助
金の使い方の話しがありました。今年寄付をしたものが３年後に使えるようになっているそうで
す。２０１５年４月３０日までに活動計画書を地区に出して審査を受け、認められれば次の年に
活動ができます。単年度制ではなく長いスパンで見る活動計画が必要なのかなと思いました。
　地区大会の記念ゴルフ大会の案内が来ています。今月末にメンバーを決めなければなりませ
ん。１０月６日（月）にキングフィールズＧＣにて行われます。

上村文明会長会長挨拶

　豊原から週報が届いています。読めませんが、写真を見るとある程度は見当が
つきますので回覧します。
７月２７日にロータリー情報研究会があり出席して参りました。崎山パストガバナ
ーの基調講演が「ロータリーの変革とこれからの対応」というテーマで行われま
した。
　クラブの研修リーダーが絶対必要だとのことで、研修リーダーを任命し、長期

計画を作りなさいというお話しでした。１.クラブの目標の設定とクラブの将来像を必ず作成する、
２.組織体制の強化、研修機能の充実、３.リーダーの育成という３つの目標を重点として活動してく
ださい、とのことでした。
　基調講演の後、１１テーブルに分かれて、２０分位フリートーキングを行い、５分で発表しました。
全般的に見ますと、研修リーダーを任命しているクラブはありませんでした。上部組織はそういう
ことを言うのですが、末端には徹底していません。ＣＬＰの話しも出ましたが、（次ページへ続く）

瀧日委員長情報研究会セミナー報告

１８名出席（全員で２６名）　出席率６９.２％
依田委員長出席報告

　本日は荒井委員長が定期的な投薬の為にお休みです。
　先月の３０日の夜間移動例会ではワインも進み、楽しい一時を過ごすことがで
きました。ありがとうございました。
　第一例会ですのでお誕生会を行います。
８月８日生まれの塩毛会員、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
　ロータリーで誕生祝いをしていただく以外、最近はお祝をして
頂く事がありませんので、大変感謝しております。昭和１３年生ま
れで、太平洋戦争が始まる３年前に生まれました。元気だけはよか
ったのですが、頭がなかったものですから、そのままずっと来てい
ます。佐藤先生が私と同い年です。与謝野馨という政治家がまる
っきり同じ誕生日です。戦争前に生まれ、国民尋常小学校に８月ま

で半年在籍していました。そのために白い手袋の校長の入学式の時の教育勅語を忘れておりませ
ん。多少考え方が古いかもしれませんが、これからも元気でロータリークラブで楽しみたいと思いま
す。今後ともよろしくお願いします。

小池会員代理親睦委員会報告

　８月１日に行われた広報公共イメージ委員会セミナーの報告をさせていただき
ます。
　「ロータリーの友」の編集長の二上さんという女性の方の講話を聞きました。
ショッキングだったのは、「ロータリーの友」に一般の方からメールが多く寄せられ
るそうなのですが、ロータリアンに対する苦情が多いのだそうです。ロータリーと
いうのは崇高な奉仕の精神を持っているはずなのに、こういうお行儀の悪いこと

をしてもいいのかというようなメールが多いそうです。あまりひどいと思える場合は、ガバナーに報
告して仲裁に入ってもらうそうです。ロータリーアンは会員として自覚を持って行動して頂きたいと
いうお話しが最初にありました。
　我孫子ロータリークラブの５０周年記念事業についてですが、ニーズを捕まえてほしいというお
話しでした。地域にアンケート等を５千部出して２枚だけ戻ったとしても、その２つをかなえるよう
にしてほしいとのことでした。ロータリアンや市の独りよがりの奉仕にならないように、ニーズを捕
まえる事が大事というお話しがありました。
　ロータリーのロゴの使い方が変わりました。ブルーとゴールドの２色ではなく、現在ゴールド１色
になっています。
　ロータリーのバッジですが、お行儀をよくするためにも、バッジは普段からつけてください、との
ことでした。
　ホームページのあり方なのですが、我孫子ＲＣのホームページも週報を見ると写真と名前が一致
してしまうので個人情報がわかってしまいます。週報等に行くには、アクセス制限をした方がトラブ
ルがないのではないかとのことでした。
　インターネットをやられている方は是非参加していただきたいのですが、マイロータリーという
のが新たにＲＩに加わりました。我孫子クラブのＩＤ番号と個人のＩＤ番号がありますので、松丸さ
んに教えてもらって、ログインすると各種教育雑誌や情報誌を見る事ができます。公共イメージの
パンフレット等もご自由に使って結構だそうです。
　今回、ジュディ・オングさんがポリオ撲滅のイメージキャラクターで「ロータリーの友」の裏側に入
っていらっしゃいます。

丸田委員長広報公共イメージ委員会セミナー報告
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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。

　地元我孫子では、蕎麦屋の代名詞と言えるほど多くの人がうまいと絶賛するお蕎麦屋さんです。天王台駅から徒
歩25分位の静かな住宅地にひっそりと佇んでいますが、美味しいお蕎麦を求めて遠方から車で来る方もいらっしゃ
います。立派な門構えで一見料亭のようですが、気さくなお店です。手入れの行き届いたお庭を眺めながらゆったり
と落ち着いた時間を過ごせます。

今週の表紙「蓬庵」千葉県我孫子市南青山32番地3号

蓬庵 とうかつマーチング委員会 ふれあい百景
我孫子編

終りましたら、植崎会員の所に新盆の御見舞いに伺う予定です。
上村文明会長閉会の言葉

参加者：	上村文明会長、服部幹事、上村晃一理事、瀧日理事、星野理事、小池理事、塩毛理事、
	 丸田理事、木村理事
承認案件
１.		我孫子市スポーツ振興応援団　年度会費の承認について　承認
２.		ジャパンバードフェスティバル　協賛金の承認について　承認
３.		５０周年実行委員会メンバーに塩毛会員の参加の承認について　承認
４.		志賀会員と柏南ＲＣ戸部会員のコラボ企画「スリランカ旅行」の会員向け紹介の承認について　承認　

次回の５０周年実行委員会会議は８月２６日になります。

第１回理事会報告

お名前 メッセージ 金　額
上村晃一会員 誕生祝いを頂いて、ありがとうございました。 １,０００円　
塩毛会員 誕生日を迎えられました。 １,０００円　
服部会員 ゴルフ開眼したあと閉眼しましたが又開眼しました。 １,０００円　

当 日 計 ３,０００円　
今期累計 ７０,０００円　

ニコニコＢＯＸ

ＣＬＰをやっているクラブは数える程しかありませんでした。笛を吹いてもなかなか皆さん動いてい
ない感じでした。その程度の話しで、結果として得るものがあったかどうか、日曜日がもったいなか
ったなという感じがしないでもなかったです。
　クラブ運営管理委員長になりましたので、ぜひ、卓話を充実したいと思います。例会がおもしろい
うということが絶対に必要だと思います。私はメイクアップする時に事務所から近い東京ロータリ
ークラブに時々行っていたのですが、卓話の人が充実しています。週報に必ず卓話者の予定と内容
が記載されています。そういう意味で卓話というのは人を勧誘したり、例会をおもしろくする重要な
手段になります。今期は卓話に力を入れたいと思います。最低でも一ヶ月間位の予定を決めて誰が
どういう話しをするか週報に記載してもらいたいと思います。外部の方を呼ぶ予算はありませんの
で、主として会員の方に話してもらうことになると思いますが、皆さんが興味を持つような話しをし
てもらうようにお願いできればと思います。よろしくお願いします。

・柏ＲＣを初め４つのクラブより活動報告書受理
服部幹事幹事報告


