第２３９５回例会報告議事録
日時 ２７年８月４日（火曜日）
場所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス内 会議室
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： 猫田岳治様（柏南ＲＣ）
S.A.A.：高島会員

会長挨拶

瀧日会長
今日は川村学園での第１回目の例会です。落ち付いた感じで、
やっと安住の地を
得たかなという感じがします。小池会員には大変お世話になりました。ありがとうご
ざいました。
私が入会した時は前の千葉銀行の２階の会議室でした。その後、証券会社の会
議室、湖北南口の鈴木屋さんの経営しておられたレストラン、
ホテルと移ってきまし
たが、
ここは川村学園が存続する限り使えると思います。
ここを使うにあたっての協定書がありますので、
内容をお話ししておきます。
使用料は無料ですが、
ここの食堂を使ってくださいとのことです。使用期間は１年更新です。使用
日時は毎週火曜１０時半から１５時までですが、弾力的な対応をしてくださるそうです。学園ですの
で、夏期や年末年始の閉門期間や学園行事の際は使用できません。喫煙は指定場所以外ではでき
ません。アルコール類は持ち込み禁止です。入る時にはゲートの所でロータリーバッジを見せて入門
証をもらいます。
学園内には約２００メートルの桜並木があります。満開の時には公開されるそうです。
本日１１時から行なわれた理事会の報告です。
・年度予算が承認されました。
・カッパまつりへの協賛、
コラボレーションとして、
３メートルくらいの大きな風船の後に我孫子ロータ
リークラブ５０周年記念というふうな文字を入れることになりました。資金目処は１０万円です。
・５０周年の上村実行委員長の後任について検討しました。決定しましたらご報告いたします。
・卓話のスケジュールが承認されました。
・村越会員より提案がありまして、会員増強についてのカードを作成し、候補者を記入し、
その情報
を会員全員で共有することになりました。
また、毎月第一例会で１５分程度、会員増強に関する打
ち合わせをすることになりました。

親睦委員会報告

木村委員長

８月生まれの塩毛会員、
お誕生日おめでとうございます。
今月２５日は牛久シャトーというワイン工場での夜間移動例会になります。イタ
リアンの飲み放題で、会費は６千円になります。
２０名以上ですと送迎バスが出ま
す。
２０名集まらない場合は現地集合現地解散になります。
ご家族等誘っていただ
いて、
なんとか２０名以上にしたいと思っております。
１０月１３日
（火）
の例会は１４日
（水）
の親睦ゴルフとポアロでの夜間例会に変更

します。
来年の６月１１日
（土）、
１２日
（日）
は姫路城への親睦旅行になります。予定を開けていただければ
と思います。

塩毛会員より
今日はありがとうございます。
８月８日が誕生日です。我孫子にはゾロ
目の誕生日が３人いて、
６月６日が鈴木公三会員、
７月７日が志賀会員、
８月８日が僕です。普通、夏生まれは暑さに強いと言われているのです
が、最近は弱くなりました。
８月８日はいろんな記念日があります。そろばんの日、
ひょうたんの日、
歯並びの日、
ちょうちょうの日、
フジテレビの日、パパイヤの日、
プチプチ
の日、親孝行の日、
白玉の日、
タコの日などです。
元気に５９歳を迎えことができるんだなあと感謝したいと思っております。ありがとうございます。

出席報告

２０名出席（全員で２４名） 出席率８３. ３％

渡邊委員長

幹事報告

丸田幹事
・柏ＲＣ、柏西ＲＣ、柏南ＲＣ、流山中央ＲＣ、流山ＲＣより活動計画書受理。
・１０月１０日
（土）
１２時３０分登録開始、
１３時３０点鐘。三井ガーデンホテルにて奉
仕プロジェクト委員会のセミナーが行なわれます。参加者は会長、奉仕プロジェク
ト委員長、職業奉仕委員長、社会奉仕委員長、国際奉仕委員長になります。我が
クラブでは会長プラス３名になります。
・１１月１７日は我孫子ＲＣのガバナー公式訪問になります。服装はクールビズでノ
ーネクタイでいらっしゃるそうです。事前懇談会には会長幹事、次年度会長と、
ク
ラブ研修リーダーの方も参加してほしいとのことです。
例年のような活動計画書を読み上げるような公式訪問にはしてほしくないとのこ
とです。改めて皆さんにご相談に乗っていただきたいと思います。
ポア
・本日５０周年記念式典の打ち合わせの後、会長と私とで野田会員の新盆と、
ロさんのお礼に行って参ります。

ご挨拶

柏南ＲＣ会長 猫田岳治様

改めまして、
こんにちは。今期２０１５ー２０１６年の柏南ロータリーの会長を務めさ
せていただいております、湖北台９丁目在住の猫田でございます。本来ならここにい
なくてはいけないところが、
いろいろな縁があり柏南に入りまして、
かれこれ１０年以
上がたちました。
ご当地ということで、
こちらにもっとお邪魔したいのですが、柏南も
全く同じ曜日、
ほとんど同じ時間に例会を行なっていてできません。今日は８月の第
１例会で納涼例会を行います。会員のご家族、会社の従業員の方、
ロータリアンの
お仲間を麗沢大学内にお呼びして行なっています。我孫子クラブの皆さまにもぜひご参加いただけ
ればと思い、
お邪魔させていただきました。
例会に参加させていただいて、心のこもったバースデーソングを一緒に歌わせていただき感服い
たしました。ぜひ柏南のメンバーにも伝えたいと思います。今、世界的にＴPＰ交渉が行なわれていま
すが、
いいことは「徹底的にパクる」というＴPＰで柏南もバースデーソングを導入できたらなと思って
おります。
夕方お時間ありましたら、ぜひ麗沢大学までお越しいただければと思います。櫻井幹事は社会保
険労務士をされているのですが、
フラダンスの講師もされていて、今日、生バンドを引き連れて踊って
くださいます。特別な焼酎も用意しております。
どうぞよろしくお願い致します。

ニコニコＢＯＸ
お名前

柏南RC
猫田会長
瀧日会長
丸田幹事

メッセージ

新会場おめでとうございます！

新しい例会場を記念して。
小池会員お手配ありがとうございます。
新しい例会場（川村学園）一番近い事務所です。
上村文明会員
ありがとうございます。
木村会員 新しい例会場ありがとうございます。
小池会員 例会場移動を記念して。
塩毛会員 誕生日祝いありがとうございました。
志賀会員 施餓鬼会が終りました。ありがとうございました。
村越会員 花火大会 協賛ありがとうございました。
米田会員 良い例会場ありがとうございます。
ゴルフでハーフ４４、バーディ２つが出ました。
当 日 計
今期累計

金

額

１,０００円
１,０００円
２,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
５,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１６,０００円
４４,０００円

	
  	
  	
  	
  	
  	
  8 月 4 日	
  第 2 回理事会	
  報告書
滝日明

○ 高島孝

× 塩毛康弐

○ 上村文明

○

上村晃一

× 木村隆一

○ 鈴木公三

○ 服部浩司

○

村越孝一

○ 小池喜之

○ 荒井光一

○ 丸田勝功

○

第 1 号議案	
  移動例会と親睦委員会活動の承認について
現行案を承認した。
8/25	
  夜間家族移動例会	
  	
  10/13 日例会を 10/14 へ変更	
  親睦ゴルフ/夜間移
動例会	
  ポアロ	
  	
  12/8	
  クリスマス例会へ夜間家族移動例会
1/5 休会	
  1/12 新年例会（センター試験で、例会場が使用でき無い為）
3 月第 5 週目	
  夜間例会	
  	
  6 月	
  親睦旅行
検討事項	
  ３月 22 日川村学園入学試験のため例会場の変更をしなければ
ならないので、3 月の 5 週目は夜間でなく通常例会で行うか再検討とする。
第 2 号議案	
  定款・細則の推奨変更について
瀧日会長より細則は内容の精査時間が必要、次回、理事会検討とする。
第 3 号議案	
  年度予算について
原案を次週例会時に会員へ配布することで承認
第 4 号議案	
  かっぱ祭りと 50 周年事業コラボレーションについて
社会奉仕活動費より 10 万円の支出を承認
第 5 号議案	
  50 周年実行委員長について
候補者を候補を承認、瀧日会長調整後に発表をする。
第 6 号議案	
  例会進行定期スケジュールについて
・	
 卓話スケジュールについて
クラブ管理運営委員会より再度提出がされます。8/11 松本会員、9/8
上村会員の卓話は決定した。
・	
 先日のクラブ協議会で会員増強・社会奉仕についての話し合い時間の設置に
ついて
第一例会に情報共有で打合せを行う。会員増強カードも推進すること
を承認
・	
 ファイヤーサイドミーティング・研修セミナーについて	
 
次回理事会にて検討

今週の表紙「諏訪神社」千葉県柏市柏市柏5丁目7番7号

柏 駅 東口から北へ10 分ほど歩くと、市街 地の中に小さな森 があります。その閑 静な森の中にあるのが 諏
訪 神社です。柏市役 所がすぐ北側にあります。
御祭神は、全国の諏訪 神社に奉られている建 御名方 神（たけみなかたのかみ）です。
地鎮祭・家屋のお祓いなどの出張祭典も行なっています。

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。

