第２３６５回例会報告議事録
日時 ２６年１２月２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
いよいよ本格的に冬になるのかなと感じます。長野で先日地震がありまして、
３.１１を思い出しました。寒い冬に大変不便になる方々がいらっしゃるんだなと危惧
しています。
１１月２５日に５０周年記念事業の一環として移動例会でＪＡＸＡ
（ジャクサ）
と高エ
ネルギー研究所を見学してきました。人工衛星があんなペラペラの紙で宇宙の彼
方を飛んでいるなんて驚きましたが、宇宙には空気の抵抗がないので大丈夫なの
だそうです。
「きぼう」も見学し、
こんな形の中で宇宙生活を送っているのかなと思いました。
今日は年次総会で来年の役員人事について皆さんのご了解を得ることになりますが、
その前に
人事案について周知させていただこうと思います。組織図については１１月の例会で承認を得てい
ますが、役員については承知されていない方もいらっしゃることと思いますので、今後の運営等につ
いても若干伺いながら年次総会に入っていければと思っています。

親睦委員会報告

村越会員（代理）
先週２５日のつくばサイエンスツアーに参加してくださった皆様、
ありがとうござ
いました。その後の懇親会の残りをニコニコに入れさせていただきます。
地区大会記念ゴルフに参加してくださった皆様、ありがとうございました。冷た
い雨の中だったと思いますので、風邪など引かれませんようお気をつけください。
今月は伊藤会員がお誕生日ですが、
お休みですので、いらした時にお祝いした
いと思います。

出席報告

依田委員長

２０名出席（全員で２６名） 出席率７６.９％

広報イメージ委員会報告

丸田委員長
故人である織田ガバナーが立ち上げた希望の風という募金を、
広報公共イメージ委員会の方で是
非取り上げてくださいという地区の方からの要望があります。東日本大震災で保護者をなくした遺児
の方への育英資金です。来年２月くらいまで毎回、例会時に回しますので、
ワンコインでもお気持ちで
結構ですので、
どうぞよろしくお願い致します。

幹事報告

服部幹事

・今月のロータリーレート＝１１２円
・例会変更のお知らせ
		松戸中央ＲＣ １２月１８日
（木）
クリスマス家族例会に変更 １２月２５日
（木）
休会
		柏西ＲＣ
		

１月２日
（金）
任意休会

１月９日
（金）
夜間例会

ニコニコＢＯＸ

お名前
メッセージ
上村文明会長
ＪＡＸＡ見学後の親睦会残額の寄付です。
荒井会員
ズーット欠席をしまして申し訳有りませんでした。
１０日間程タイに行っ
志賀会員
てました。
（姪の結婚式に参加しました。後はゴルフです）
服部会員 １２月の地区大会記念ゴルフは昨年より２４人抜きでした。
依田会員
丸田会員、
カレンダーありがとうございます。
当 日 計
今期累計

金

額

8,０００円
3,０００円
１,０００円
１,０００円
13,０００円

１66,０００円

次年度の役員人事について

上村文明会長
年次総会の１ヶ月前に役員人事について会員の皆様にご案内をして、皆様の了
解の元、総会で賛否を問うというのが本来の姿でありますが、失念をしましたので、
本日の年次総会前の例会で皆様に周知させていただきたいと考えております
次年度の役員さんと理事さんをお知らせ致します。
次年度会長
次年度副会長
次年度会長エレクト
次年度幹事

瀧日会員
上村文明
鈴木会員
野田会員

次年度Ｓ.Ａ.Ａ. 高島会員
次年度会計 上村文明
次年度監査 上村晃一会員

理事：瀧日会員、
上村晃一会員、
上村文明会員、
服部会員、
鈴木会員、
丸田会員、
野田会員、
小池会員、
高島会員、
塩毛会員、
木村会員、
村越会員、
荒井会員
組織案については、瀧日会長エレクトが提示してくだ
さったものが１１月の初めの理事会で承認をいただきま
した。皆さまに周知致します。従前の我孫子の組織を変
える事なく、地区組織の考えであるＤＬＰとの整合性を
とりました。理事会の後に７つの委員会が並列していま
す。
上村晃一会員のご意見
① ５０周年事業の会計は一般会計から独立させな
ければいけないのではないか。
② 我孫子クラブは今２４、
５人しかいないのに７つ
の委員会というのは、
ただＲＩから言われたＣＬＰ等
に合わせただけで我孫子の哲学がないのではない
か。
①について
瀧日会長エレクトより
５０周年記念事業実行委員会は組
織としては理事会の下にありますが、
会計は別です。一般会計ではありませ
んが、組織図としては理事会の下にあ
ります。他組織でもよくある話しです。
上村文明会長より
５０周年記念事業実行委員会は理事会の承認を得な
がら運営されるということだと思います。
高島会員のご意見
今までの周年記念事業の時の組織図、
会計がどういう形になっているのか調べればよいと思います。
②について
瀧日会長エレクトより
我孫子ロータリークラブはＣＬＰ、
ＤＬＰの運営とは違う運営をしています。組織図の中の真ん中の
箱が我孫子の組織の実態です。
ＣＬＰと整合させる為に分割したものが左にある箱で、
ＤＬＰに整合さ
せる為に分割したものが右にある箱です。今後、地区のいろんな会合に出席する時に、
どこの部門の
人間がどの会合に行けばよいかがわかるようになっています。実態は従来と全く変わらない事をご理
解いただければと思います。
上村晃一会員より
ＣＬＰ、
ＤＬＰの目的は何なのですか。青少年奉仕委員会が五大委員会に入っていましたが、
独立して
います。
２４、
５人しかいないのに、
こんなに分けたら委員長、
副委員長でほとんどになってしまいます。
ＲＩや地区から言われたから組織図を合わせました、
というのが当クラブにとっていいのでしょうか。

瀧日会長エレクトより
真ん中の箱は昨年までの組織と変わっていません。青少年奉仕も昨年と同じ箱に入っています。形
の上でＣＬＰ、
ＤＬＰに合わせる為に分類しただけの話しですが、
それが問題があるのであれば、
組織そ
のものについて根本的な議論をし直す必要があると思います。
鈴木会員より
私の好きな、井上先生の言葉「やりたい人がやりたい時にやりたい事をやりたいだけやる」という形
でやればよいのではないかと思います。我孫子ロータリーの一番好きな所は、
それぞれが自由に好き
なことをのびのびとをやっている所です。組織論はあまりピンと来ません。我々は自由でいいと思うし、
ポール・ハリスが４人で始めた所に立ち返って考えていくのもよいと思います。今日はこれで通していた
だいて、
１年かけて検討していくのはいかがでしょう。
丸田会員より
ガバナー補佐幹事をやらせていただいていますので、我孫子について感じることを言わせていただ
きます。組織としてＤＬＰで動いています。いろいろな委員会のセミナーに誰が行くの？という組織では
組織ではないし、会長が困ります。我孫子は研修リーダーがいない等、
１０分区の中でも違いすぎてい
ます。今期は分担して出席していただいていますが、
前回、
前々回は出席していないセミナーがあり、
重
要なことがクラブに伝わっていない事がありました。
上村文明会長より
上村晃一会員は、今、全体主義で動いているロータリーについて疑問を感じていらっしゃり、本来ロ
ータリーとは職業奉仕を中心にして地域に奉仕する団体なのではないのか、
ということをおっしゃりた
いのだと思いますが、
今、
ここで結論が出る議論ではありませんので、
今日はこの案で年次総会を通す
ということでよろしいでしょうか。
申し訳ございませんが、
賛否を取らせていただきます。
この案で年次総会をやることに賛成の方は挙手をお願い致します。賛成多数で、
この案で行かせて
いただく事に致します。

年次総会

上村文明会長

会員２４名中、
１９名出席、
委任状５名で、
今日の年次総会は成立しております。
我孫子ロータリークラブ２０１５-２０１６年度の役員理事の人事につきまして、
賛成の方は挙手をお願
い致します。賛成多数で可決致しました。
組織構成案につきまして、
賛成の方は挙手をお願い致します。賛成多数で可決致しました。
これを持ちまして、
年次総会を終わりたいと思います。
これから、上村晃一会員のご意見をふまえまして、
よりよい我孫子クラブを目指して邁進したいと思
いますので、
皆様方ご協力よろしくお願い申し上げます。
大変時間が過ぎてしまいました。私の議事の進め方の至らなさをご理解していただきまして、
これで
閉会と致します。ありがとうございました。

今週の表紙「松戸車両センター 我孫子派出所」千葉県我孫子市我孫子1438番地

東日本 旅 客 鉄 道（ J R 東日本）東 京 支 社の車 両 基 地です。19 71年 、常 磐 線 複々線 化に伴い増 備された車
両を収容 する為、我 孫子電留線として開 設されました。当地は妻 子原 遺 跡があった為、19 69 年2月から
6月 まで 埋 蔵 文化 財の発 掘調査が行われました。2 013 年 現 在、敷 地面 積 9万6千 平方メートル、線 路 長
8 ,117mの規 模です。東端 部に車両洗浄 装置 を備えています。

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。

