第２４２４回例会報告議事録
日時 ２８年４月５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」
ビジター : 柏南RC 永見忠士様
ゲスト：なし
S.A.A.：高島会員

会長挨拶

瀧日会長
ここ川村学園女子大学が例会場になってから初めての桜ですが、見事な桜で
す。
ＮＰＯが我孫子の桜の名所を紹介するパンフレットを作っていて、
ここも入って
いますが、残念ながらここでは飲食はできません。
今日は夕方、麗澤大学で柏南ＲＣの観桜例会があります。桜満開の観桜会で
す。
４月の大きなイベントは豊原ＲＣの５５周年記念式典への参加です。私も家内を
連れて参加します。
５月はうちのクラブの５０周年の記念イベントです。
姉妹クラブといろいろな連絡を今回したのですが、今、姉妹クラブとの関係が疎遠になっている
と感じました。かつては酒井会員が非常に熱心でした。昔は日本語で手紙を出しても通じたのです
が、世代交代をして今は通じません。澁谷会員は豊原に２人、個人的に連絡されている方がいらっ
しゃり、ハワイには鈴木会員が個人的にお付き合いがある方がいらっしゃいます。なんとかその絆を
深くするような行動を取って行く必要があると思います。皆さん、
おもてなしの精神で接触を極力は
かっていただきたいと思います。
５０周年の記念式典のための準備を進めています。
もう４月になってしまいました。例会の後に打
ち合わせをしていますが、今月は例会が２回しかありません。
５月も直前の日をのぞいて、やはり２回
しか例会がありません。打ち合わせの回数が４回しかないため、具体的な役割分担、費用の面も少
しオーバーする可能性もありますので、
その辺のご協力も必要になると思います。実行委員だけで
なく、皆さんも当事者でございますので、
その気持ちで対応していただきたいとつくづく思っていま
す。
どうかよろしくお願い致します。
我孫子クラブ宛に米山記念奨学会の理事長からグエン・ズイ・ダンさんという奨学生の世話ク
ラブの委嘱状が届いています。塩毛会員あてに、奨学生のカウンセラーとしての委嘱状が届いて
いますのでお渡ししたいと思います。

米山奨学生カウンセラー委嘱状の授与

親睦委員会報告

木村委員長

４月８日生まれの丸田幹事、
おめでとうございます。
服部会員が結婚４０周年なのですが、欠席をされていますので次回お祝いした
いと思います。
６月１１日
（土）、
１２日
（日）
に有馬温泉、姫路城観光の親睦旅行を企画しており
ます。お１人８万円の予定です。宿泊施設はお風呂がお薦めの非常によい所で
す。ぜひご参加の方をお願い致します。
先週は屋形船、
ご参加ありがとうございました。

丸田幹事より
ありがとうございます。
６１歳になりました。この間還暦だったのです
が、
あっという間に１年が飛びました。早いです。
私は女房と中学時代からつきあっているものですから、
お互い６０にな
ったので旅行に行ってきました。
ヨーロッパの方に行こうかと思ったので
すが、
テロとかがありまして、
３月にベトナムに行ってきました。私はパクチ
ーとかが苦手なのですが、女房はそういうのが大好きで、
おかげさまで私はダイエットになりました。
ずっと働いていて女房とそういう旅行をする時間もなかったものですから、今後は少しずつ楽し
みをそっちの方に向けようかなと考えている次第です。

出席報告

１８名出席（全員で２４名） 出席率７５. ０％

渡邊委員長

会員増強委員会報告
村越委員長
第１例会ですので、会員増強を考える例会です。今月もエントリーシートはないのですが、先ほ
ど、食事の間にいくつかお名前が挙がっていました。なんとしても６月末までに純増２名を目標にし
ておりますので、
ご協力の方をよろしくお願い致します。
千葉県特別支援学校 流山高等学園のＴシャツへ寄付について

村越会員
２月１５日の例会に来ていただいた特別支援学校 流山高等学園の台湾への修学旅行のＴシャ
ツへの寄付金の件ですが、依田会員の代わりにこの場をお借りしてご報告させていただきます。
３
月１５日に私、流山中央ＲＣの例会へメーキャップさせていただきまして、そちらでも寄付を集めさ
せていただき、
トータル、
２０万ちょっと、全生徒と職員の分も含めてちーばくんTシャツが用意でき
る金額が集まりました。
４月１２日にＴシャツの贈呈式を行いたいということで、来週の例会後３時から瀧日会長と依田会
員もしくは私とで贈呈式に参加してきたいと思います。

来年度に向けての地区研修・協議会について

木村次年度幹事
地区研修・協議会が４月２９日
（金・祝）
にアパホテル リゾート東京ベイ幕張にて９時登録、
１０時
点鐘、
１部が１２時まで、
２部の各部会の協議会が１〜４時まで行われます。
会長からご連絡が行っていると思いますが、次の方々と８名で参加したいと思います。
管理運営部会 荒井会員
ロータリー研修部会 松本会員代理（瀧日会員が欠席のため）
奉仕プロジェクト部会 米田会員
青少年奉仕部会 服部会員
ロータリー財団部会 佐藤会員
米山記念奨学会部会 塩毛会員
公共イメージ部会 村越会員
村越会員が１台車を出してくださいます。
もう１台なんとか調達する予定ですので、決まりましたら又ご報告いたします。

豊原ＲＣ周年記念事業への参加について

米田会員
今月２２日
（金）、
２３日
（土）、
２４日
（日）の、姉妹クラブの豊原ＲＣの周年事業に
参加予定の方は、瀧日会長ご夫妻、荒井会員、小池会員、澁谷会員、高島会員、
村越会員、依田会員、私の合計９名です。詳細はまたご連絡いたします。

来週は私の卓話の予定になっているのですが、知り合いの、
アトランタオリンピ
ックの自転車競技で銅メダルを取りました取出競輪で活躍中の十文字選手が代
わりに卓話をやってくださいます。皆さんに出席していただければと思います。

公開卓話について

永見忠士様
柏南ＲＣの永見忠士と申します。永見はよく間違えて氷見さんと言われますが、
氷ではなく、
ロータリアンらしい暖かい心を持っておりますので、
よろしくお願い致
します。
ここの、人のいない立派な桜並木を見て、心が洗われたような気持ちになりまし
た。
柏南クラブの例会はここと同じように火曜ですが、本日は夜に例会場の麗沢大
学で観桜例会を行います。麗沢大学の桜並木が斜面に植えてあるのですが、上から光を照らし、
かなり評判がよく、東京の方から例会場を移して例会をやっている所もあります。
今年度、柏南ロータリークラブはテーマを決めて、
７〜１２月で３回、
１月〜６月で３回、外部の講師
を呼んで公開卓話を行い、
その時は開始を３０分早めて５０分の卓話を行っています。
昨年の７〜１２月はアベノミクスがまだ元気がよかった頃で、金融、財界、証券界からトップの方を
呼んでやりました。テルモの会長も呼びました。
この１〜６月はテーマは組織の活性化です。私共も人数がジリ貧です。
３月は川柳の東葛川柳会の会長さんに来ていただきました。川柳というのは、江戸と浪速に５０
人位の大きな会がありますが、東葛川柳会は１００人位の全国一の川柳会です。増員運動をやらず
に人数が増えて行った仕組みを話していただきました。
次回の５月１０日には、柏市の野田よりにある柏ビレジ住宅の老人クラブの会長さんをお呼びし
ます。蟹江さんという方で、
カゴメ株式会社の専務をやられて、国連の世界食糧計画の専務理事
もやられた方です。メンバーに説明する時に時代の先端のプレゼンテーションをされている方で、
老人会を見事に活性化されました。老人会らしくない老人会を運営されています。会の盛り上がり
方をお話ししていただこうと思っています。
６月７日には、相撲の高砂部屋のお上さんに来ていただきます。親方は朝潮です。相撲部屋はだ
いたい中学を卒業して入ってきて、大広間に雑魚寝しています。そういう人たちと衣食住を共にし
て、実質お母さんのような役割です。そういう人達にどうやってモチベーションを与えているのかお
話ししていただきます。近畿大卒の大阪出身の方で、浪速で５、
６店舗のスーパーを持っているお
家のお嬢さんです。すごい美人です。
こちらの例会と重なっておりますので非常に申し訳ないのですが、興味があったら是非来ていた
だければと思います。貴重な時間をありがとうございました。
柏南 RC

柏南 RC 公開卓話のご案内

■2016年5月10日(火曜日)12時00分〜13時30分 於:広池学園例会場
講 師：蟹江 雅彦(かにえまさひこ)柏老人会新樹会会長
テーマ：組織の活性化2・・・組織運営の企画力の成功例
略 歴：カゴメ株式会社代表取締役専務・ハインツ日本株式会社社長・国連WFP（世界食糧
計画）協会専務理を歴任。引退後柏市の北部にある東急柏ビレジ住宅の老人会「新樹
会」会長に就任。現役時代に駆使していたマネジメント・マーケティング・ビジュアルプ
レゼンという最先端のスキルを使って、停滞しがちな老人会を見事に活性化させまし
た。
ロータリークラブは先輩たちから綿々と受け継いだものを後に引き継ぐのですが、得て
してマンネリ化しやすいものです。同じマンネリ化しやすい老人会を見事に活性化させ
た成功事例は、ロータリーの運営に参考になると思います。
■2016年6月7日(火曜日)12時00分〜13時30分 於:広池学園例会場
講 師：高砂部屋お上さん
テーマ：組織の活性化3・・力士のモチベーションを上げる方法
略 歴：長岡 恵（ながおかめぐみ）大相撲高砂部屋お上さん
平成2年、夫の元大関朝潮が独立をして部屋を持って以来、お上さんとして親方を支え
ています。今までに横綱朝青龍、小結朝乃若・朝赤龍を育てました。
中学卒業の力士達と衣食住を共にして関取に育てていくことは、想像を越えたものが
あると思われます。どのようにしてモチベーションをあげさせているのか、お上さんなら
ではの工夫話を伺います。

幹事報告

丸田幹事
・例会変更のお知らせ
柏ＲＣ ４月２０日
（水）→４月２２日
（金）第１０分区合同例会に振替
		
点鐘１８
：
００ ザ・クレストホテル柏
松戸北ＲＣ ４月１９日
（火）→４月２９日
（金）地区研修・協議会に振替
・理事会で豊原ＲＣ５５周年のお祝いにお祝い金１０万円を持参することを決定
しました。
ロータリー公認のオクトンさんに頼む
・我孫子ＲＣ５０周年記念のたすきですが、
と高くなるため、布に印刷する方法で人数分の２７、
２８本用意することを理事
会で承認していただきました。
・本日の柏南ＲＣの観桜例会にご都合がつく方は是非ご参加ください。

ニコニコＢＯＸ

お名前
柏南RC
永見忠士様
瀧日会長
荒井会員
木村会員
小池会員
佐藤会員
塩毛会員
菅谷会員
鈴木会員
丸田幹事
村越会員
米田会員
渡邊会員

メッセージ
本日は貴重な時間を、柏南の卓話の話をさせていただきあり
がとうございました。
桜が満開です。
屋形船 写真ありがとうございました。楽しかったでーす！
夜間例会の写真有難うございました。
先週夜間例会、楽しかったです。ありがとうございました。
前回、休ませていただきました。
花見に乾杯！
屋形船の写真を頂きありがとうございました。
屋形船感謝。
お誕生祝、ありがとうございました。
移動例会、楽しかったです。
屋形船の写真ありがとうございます。
写真をありがとうございました。
当 日 計
今期累計

金

額

１,０００円
１,０００円
２,０００円
１,０００円
５,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
３,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
２０,０００円
２７１,０００円

今週の表紙「居酒屋 いこい」柏市柏3丁目4番20号

柏 駅 東口より徒 歩5 分ちょっとの場所にある、知る人ぞ知る柏エリア最 老 舗の居酒屋さんです。表にある
予約の看板にはいつもたくさんの団体の名前が 書いてあります。料理もとてもおいしく、店員さんも元気が
よくお店に活気があります。3 0年以上 愛され続ける名物料理が 揃っており、お薦めは新 鮮な魚を使ったお
造りです。5名程 度の集まりから、大広間を貸しきっての大宴会まで利用できます。

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。

