第２３６１回例会報告議事録
日時 ２６年１１月４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

会長挨拶

上村文明会長
秋らしくなりました。
２、
３日前から喉が痛く、
風を引いてしまいました。季節の変わり
目ですから、
十分に栄養をつけて頑張っていただきたいと思います。
ジャパン バード フェスティバルの前夜祭に参加させていただきました。北海道か
ら小笠原、
また台湾からも団体の方がいらっしゃっていました。本当に多くの方が集ま
って、
和気あいあいと鳥に対する熱い思いをお話しされていました。市をあげて頑張
っておられることが良くわかりました。
ライオンズクラブの会長さんともお話しをさせていただき、
ライオンズクラブ我孫子は１０人台で頑
張っておられるとのことで、
３年で会長をやっていると会長さんはおっしゃっていました。いずこも大変だ
なと思いました。
モンゴルからも参加される予定で、都合がつかず欠席になってしまったそうなのですが、
モンゴルは
渡り鳥が有名な所です。
アネハヅルという小さな鶴がモンゴルの草原でひなを孵して育てて、
子どもと
一緒に冬になるとインドまで渡るそうです。
ヒマラヤ山脈を越えるために、
大きくならず、
羽が強く、
ヒマ
ラヤを越えるのに良いように進化したそうです。チベットの７、
８０００メートルのヒマラヤを越えるのに、
上昇気流をうまく捕まえる術を持っているそうです。子どもは子どもの隊列を組んで飛びます。
Ｖ字型
の編隊の後ろの方が体力を温存でき、
トップが一番体力を消耗するため、
トップが常に替わるそうで
す。感動的なＮＨＫのドキュメンタリーを見させていただきました。
我孫子に全国から人が集まるバード フェスティバルのようなイベントがあるのは好ましいことだなと
思います。大変盛り上がっていました。
今日は理事会もあります。
よろしくお願い致します。

親睦委員会報告

荒井委員長
５０周年関連のつくばサイエンスツアーはまだ申込みの方受け付けしております
ので、
ご検討の方よろしくお願い致します。
１０月６日に開催予定だった地区大会記念ゴルフ大会が台風の影響で延期にな
り、
１２月１日
（月）
に開催されることになりました。
４０名キャンセルが出ましたので、
我孫子も参加できるようになりました。
ご参加の方よろしくお願い致します。
１２月１８日
（木）夜にクリスマスディナーショーを予定しております。ホテル椿山
荘 東京で懐石料理を食べた後、中国のサイ・イエングアンさんというオペラ歌手の方のディナー
ショーを見ます。
３万３千円とお値段は張るのですが、上村会長のお知り合いということで我孫子
ロータリークラブの為に一番いい席をキープしてくださるそうです。今月１８日までに出欠を取らせ
ていただき、
１８日の例会で登録費を集金させていただきます。
１１月２７日生まれの服部会員、
お誕生日おめでとうございます。
藤尾会員が結婚記念なのですがお休みなので来られた時にお祝をしたいと思います。
服部会員より
ロータリーに入って３回目の誕生日です。のべ６０名位の方に祝ってい
ただきました。ありがとうございます。
二十歳の大学１年の時は下宿していて、成人式にも出ず、誰にも祝っ
てもらうということはありませんでした。
３０歳の時は結婚して子どももい
ましたが、
自分には何のスキルもないということで、司法書士の勉強をし
ました。
４０歳になった時は紛れもない中年になったと思い、
５０歳になった時は自分もけっこうジジ
イになったなと思いました。あれから１６年、
６６歳にならせていただき、
自分ではあまりジジイだなと
いう認識はありません。
ロータリーの皆様の頑張っている姿を日々拝見させていただいて、人間は
年齢ではなく気力だ、
と思います。
ゴルフの方も週に４回は練習に行くようになりました。
ドライバーも取り替えました。
妻にも感謝感謝の気持ちで毎日暮らしております。

出席報告

１９名出席（全員で２６名） 出席率７３.１％

依田委員長

米山奨学委員会報告

鈴木委員長
米山月間が１０月で一ヶ月遅れですが特別寄付ということで１１月の間、毎週お
志をいただけたらと思っています。決められた額ではありませんが、地区としては
１万５千円くらいしていただけたら助かるとのことです。
バトヤがメールをしょっちゅうくれます。地震等があるたびに日本のニュースを聞い
ては心配してメールをくれます。我孫子ロータリークラブの皆さんにもよろしく伝えて
くださいと書いてあります。
今週土曜日の午後４時開演でチャン・ミギョンさんという歌手の方のチャリティコンサートが幼稚園
で行われます。
１枚千円です。かなり買っていただきましたが、
もしまだの方で来ていただける方がいら
っしゃいましたら、
よろしくお願い致します。

松本ガバナー補佐より

先般、
会長の方からお話しがありました通り、
ＣＬＰの導入について、
ＣＬＰありきで
会員増強なる、
というような話しをしてしまったがために「
『仏作って魂入れず』
じゃな
いか」というお話しをいただきました。私の説明不足であり、私自身の不徳のいたす
ところだったと思っています。
国際ロータリーの中で２００２年にＤＬＰが義務化されました。
１. 地区運営の効率化を目指したガバナー補佐制度の確立
２. 地区委員会を中心としたクラブへの支援体制の強化
３. 指導者の育成と継続的体制作り
以上がＤＬＰの３つの柱です。
２００４年にＣＬＰが推奨され、
各分区では混乱が起き論議が巻き起こりました。職業奉仕を中心とし
た四大奉仕をどう取り扱うかということに関して、
私自身も非常にわかりづらいと思いました。
ガバナー補佐になってＣＬＰについて改めて考えた時に、
それはあくまでもクラブの活性化の為のひ
とつの手法及び道具であって、
目的ではなく、
決して強制されるものではないと思います。
ただ、地区ではＤＬＰが形になったらＣＬＰとして推奨される組織作りがされている為、地区とクラブ
の委員会の整合性の問題が出てきます。
１０分区の我孫子以外の４クラブにおいてＣＬＰが導入され、
どう活かされてきたか、私の方で活動
計画書等を見て、
比較検討してみました。推奨されたから、
そのままやるのではなく、
クラブを活性化さ
せるにはどうしたらいいのか相当吟味して組織が作られたものだと思います。
５０周年を迎えるにあたって、
我孫子ロータリーの一人一人の考え方が問われていると思います。あ
くまでも推奨ですが、
ＣＬＰを検討できればと思います。

丸田ガバナー補佐幹事より

柏クラブより新人研修会を合同で行いたいというお話しをいただきました。
１１月
２７日
（木）
１８
：
３０〜２０
：
００に柏商工会議所４０２、
４０３会議室にて行われます。講師
は中村パストガバナーです。参加費は無料です。年齢問わず、
ロータリーをもう少し
知ってみようと思われる方はご参加ください。
情報研究会の各テーブルのまとめが出来ましたので、
来週の例会まで見ていただ
いて、
付け加えてほしい等ありましたら直しますので、
よろしくお願い致します。

星野会員より

先日のエコマラソン大会には、米田会員、依田会員も参加してくださり、無事終了
しました。
約８０００名の方が参加され、
７９.５％が完走されました。ありがとうございました。
実は、
５月末頃から体調がくずれてきまして、
７月、
１０月と数値が傾いてきており、
５０周年の実行委員長を仰せつかっておりますが、
身体がもつかどうかという状態と
受け止めているので、
今月末をもって退会させていただきたく、
実行委員長について
は小池会員か塩毛会員にお願いできたらと思っています。皆さんでご検討いただければと思います。
１８年間、
ロータリーでお世話になってまいりました。体調が治った際は、再度入会させていただきた
いと思います。色々ありがとうございました。
よろしくお願いします。

来週の卓話について

小池会員
来週１１月１１日に、
中央学院大の河内監督が卓話にいらしてくださいます。
１０月末に試合でまた優
勝されたので、
できたらニコニコとは別に皆さんから千円ずつくらいカンパしていただいてお祝をお渡
ししたいと思います。

幹事報告

・
１０月のロータリーレート=１０６円
・例会変更のお知らせ
柏ＲＣ １１月１９日
（水） 移動例会
松戸中央ＲＣ １１月１３日
（木） 移動例会
柏南ＲＣ １１月７日
（金） 夜間例会は記念式典に変更

ニコニコＢＯＸ
お名前

メッセージ
外部卓話１２月は決まっていないので是非とも良い人が
伊藤会員
いましたらお願いします。
井上会員 次週１１日と１８日 旅行のため欠席しますので。
上村文明会員 ＪＢＦ参加致しました。
体調をくずし、歌舞伎と柏西クラブのコンペを急遽キャンセル
小池会員
させていただきました。皆様にご迷惑をお掛け致しました。
澁谷会員 写真戴き有りがとう。
鈴木会員 写真いただきました。
第２０回エコマラソン大会にご協力をいただきありがと
うございました。無事終了いたしました。（約８０００
星野会員
名の参加者がありました）又、当クラブでは米田さん、
依田さん参加ありがとうございました。
松本会員 公式訪問御礼。
当 日 計
今期累計

服部幹事

金

額

１,０００円
1,０００円
1,０００円
2,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
9,０００円
１44,０００円

閉会の言葉

上村文明会長
星野会員は本当に頼りになる先輩ですので残念ですが、
やはり健康第一でございますので、
しっ
かり静養していただいて、必ず復帰していただくようにお願い申し上げまして、本日の例会を閉会致
します。

今週の表紙「めばえ幼稚園」千葉県我孫子市白山2丁目7番5号

広大な園庭で豊かな自然と触れ合いながら、子ども達がのびのびと自由に遊ぶ 幼稚園です。子どもの主体
性をとても大事にし、自主性に任せる保育をしています。子ども達は泥んこになって実に生き生きと楽しく
遊んでいます。園庭には子どもと先 生と保護者の方達が協力して作り出した手 作りの遊具があふれていま
す。お父さんと遊ぶインディアン祭りは名物行事のひとつです。

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

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。

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。

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。

