第２４３０回例会報告議事録
日時 ２８年５月２４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

ロータリーソング「それでこそロータリー」
ビジター : なし
ゲスト：なし
S.A.A.：高島会員

会長挨拶

瀧日会長
いよいよ５０周年の記念式典が明日、
目の前に迫って参りました。実行委員の皆
様には昨年からずっと準備をしていただいております。全体的な流れや説明を今
日、例会の席上で行います。
奥様の服装は、
ウェルカムパーティーはカジュアルウェアです。エクスカージョン
（遠足）
もカジュアルウェアです。式典はフォーマルで、お渡ししてあるネクタイを
忘れないようにしてください。
我孫子ロータリークラブの会長から豊原とアラモアナの会長に人形町にある京扇堂というお店
のハンドメイドの扇のプレゼントを一つずつお贈りします。

親睦委員会報告

木村委員長

出席報告

渡邊委員長

特にございません。

２０名出席（全員で２４名） 出席率８３. ３％

５０周年記 念事 業 実行委員会 報告

松本委員長
２年以上前から準備をしています。星野会員、上村会員のご協力を得て、
３代目
の実行委員長です。実行委員会に参加された方々のご苦労や準備に対して、
こ
の場を借りて御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。
遂に明日がウェルカムパーティーで、
あさってがジャクサへのエクスカージョンと
記念式典です。
皆様方のご協力なくして、成功裡に終らせることはできないと思います。豊原、
ア
ラモアナ、他クラブの方々を笑顔を持ってお迎えしたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたしま
す。
これから副委員長の小池会員の方から詳細についてお話ししていただきます。
小池副委員長
いよいよ明日です。今日は最終確認ということでお話させていただきます。
いろいろと困難がありましたが、関わってきていただいた皆様には本当にお礼を
言いたいと思います。会員の皆様には明日あさってとご協力をお願いできればと
思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
２日間のざっくりとしたスケジュールをお渡ししました。後ほど、
それぞれの委員会からお話がある
と思います。
２５日の水曜日に豊原クラブの１７名をお迎えに行きます。バスで１１時にマークワンを出発しま
す。荒井会員、小池、塩毛会員、高島会員、松本実行委員長、依田会員、張さんで行きます。お迎え
についてはノーネクタイで結構ですが、
スーツ着用でお願いします。
お迎えに行った後、アラモアナクラブが宿泊するクレストホテルと、ホテルマークワンを経由し
て、白ばら幼稚園にお連れします。こちらのバスに乗車する担当は、荒井会員、塩毛会員、依田会
員、張さんです。
カジュアルウェアでお願いします。
ウェルカムパーティーは全員参加で１７時集合です。
１８〜２０時１５分の予定です。終了後、姉妹
クラブをホテルへお送りします。会場撤収が２０時３０分です。

翌日２６日の木曜日は朝７時３０分にホテルマークワンに集合して、
８時に豊原クラブ
と乗車し、
クレストホテルを経由し、
９時半にＪＡＸＡ
（ジャクサ）
つくば宇宙センターに着く
予定です。行かれる方は全員必ず免許証かパスポートをご持参ください。
１０時から１１
時４０分まで見学をして、昼食を食べて、
クレストホテル、
マークワンにお送りします。
夕方に式典が始まります。
１７時にマークワンに、
１７時３０分にクレストホテルに到着し
ます。
記念式典は我孫子クラブの皆さんは１６時に集合してください。濃い色のスーツでお
願いします。打ち合わせ、受付設営、会場設営、記念品準備、会員全員で来賓来客の
お出迎えをします。

５０周年 事 業 記 念品委員会 報告

服部委員長
記念品としてお菓子と品物を一つずつ用意しています。
我孫子の天王台のアビニヨンというケーキ屋さんで作っているワインケーキを
１１５個お願いしており、明日、
クレストホテルに納品されます。賞味期限が６ヶ月あ
ります。のしの代わりにシールが貼ってあります。
もう一つは写真立てです。我孫子ロータリー５０周年記念のロゴと瀧日会長の
挨拶文が裏面に入っています。
記念品を入れる袋は太平洋印刷さんにお願いして選んでいただきました。プログラム等も入れ
て、持ち帰るのに便利なようにしました。
富士山の入ったロータリーのバッジを姉妹クラブの皆様にウェルカムパーティーでお配りします。

５０周年記 念事 業 記 念事 業 委員会 報告

上村文明委員長
１３０万円の予算をもらいました。我孫子市の方に紅しだれ桜の木をご寄付しま
す。来年の冬、
２月くらいに植樹する予定です。
９０万円くらいです。記念のネーム
プレートを作成します。
ココスの船取線をはさんだ反対側の空き地に植えます。
財団のポリオプラスと米山にそれぞれ２０万ご寄付をします。

姉 妹クラブ 委員会 報告

米田委員長
先程お配りしたウェルカムパーティー タイムスケジュールをご覧ください。
各自、
ご自分のお名前のある所をご確認ください。
受付ではネームプレートを渡してください。通訳の方にもついていただきます。
一応テーブル表を最後のページにつけましたが、各自、臨機応変に動いていた
だいて、姉妹クラブの方々に不快な思いをさせないように接待していただければ
と思います。
すべてイベント屋さんの方に頼んでいます。
ビュッフェスタイルです。
トイレに関しては、
当日、事前にご説明して、立て札も作成してご案内いたします。外でも禁煙とい
うことも事前にご説明いたします。
ウッドデッキでは土足禁止ということも事前にご説明します。
ご夫人は５時にお迎えだけ一緒にしていただければと思います。
６時から瀧日会長、姉妹クラブの会長に挨拶をしていただきます。プレゼントは交換であれば舞
台上で交換式を行い、
もし向こうからのプレゼントが特にないようだったら歓談中に瀧日会長から
姉妹クラブの会長にお渡しします。
鏡開きは瀧日会長、松本実行委員長、姉妹クラブの会長の４名でやっていただき、乾杯をしま
す。乾杯の前に、担当のテーブルの方々に桝を配るお手伝いを皆さんにお願い致します。桝は持ち
帰ってかまいません。
アトラクションとして、
お祭りのお囃子と先日いらしてくださった石原さんのラメールさんというコ
ーラスを用意しています。お囃子の神楽の踊りだけはホールで見ていただきます。靴を脱ぐ時はビ
ニール袋を用意しますので、各自袋に入れて持つようにしたいと思います。姉妹クラブの方々にも
わかるように助けて差し上げてください。
また外に出ていただいて、飲んだり食べたりする時に、大黒と獅子舞をします。
（次ページへ続く）

コーラスは当日４時に来ていただいて、歌う場所等決めたいと思います。
８時１５分に終了予定で、三本締めをします。
会場の撤収は業者さんがすぐしてくださいます。
荒井会員、依田会員、藤掛さん、張さんに送迎バスに乗っていただいて、
ホテルまで姉妹クラブ
の方々をお送りします。送迎バスは一旦幼稚園に戻ってきてもらいますので、
お送りしたい会員の方
は送迎バスに乗っていただけます。
続いて翌日２６日の予定です。
朝７時半にマークワンに集合していただいて、各ホテルでお出迎えしながら、
ジャクサの方に向か
います。見学後、
お蕎麦屋さんで１時間くらい昼食をとり、バスに乗ってホテルまでお送りします。
夕方は１６時にクレストホテル集合です。

５０周年記 念事 業 記 念 式 典 委員会 報告

村越委員長

記念式典のタイムスケジュールをご覧ください。
５月２６日
（木）
１６時に３階オークルームの前に集合していただき、打ち合わせ、
受付・会場設営、記念品準備をお手伝いしていただきます。お車で来られる方は
必ず駐車券をお持ちください。
クロークは１階です。
会長幹事は三姉妹クラブの会議を別室のメープルルームで１６時半から３０分
くらいご予定ください。ご夫人は１７時にお集まりください。会員の方と一緒に１６
時に来ていただいてもかまいません。
会場設営しながら、
アトラクションのリハーサルも行います。
一般の受付は１７時半以降になります。
ご来賓の皆様は同じ階の控え室のメープルルームでお
待ちいただくようにご案内ください。
２枚目に皆様の役割分担をご用意しましたので、
ご確認ください。基本的にはお迎えです。
姉妹クラブについては、鈴木会員はアラモアナクラブ、米田会員と荒井会員は豊原クラブと同行
していただき、
５時半に会場にお越しください。
６時点鐘です。記念事業報告は上村文明会員にしていただき、贈呈は会長が市長と櫻木ガバナ
ーでお願い致します。目録等のアシストは鎌田会員にお願いしたいと思います。
記念表彰のアシストは鎌田会員と村越で行いたいと思います。花束の贈呈はご夫人のどなたか
にお願いしたいと思います。
入場をご案内する際、
テーブルの配置、席次を作っておきますのでよろしくお願いいたします。
高島会員はＯＢの会員の皆様と感謝状の対象者の方のＡテーブルに、瀧日会長と松本実行委員
長と丸田幹事は姉妹クラブの会長幹事のＣテーブルに、鈴木会員は通訳の方とアラモアナクラブ
の皆さんのＨテーブルに、依田会員と米田会員は豊原クラブの皆さんのＤ・
Ｉテーブルにお座りくだ
さい。あとの皆様はＭ、
Ｎテーブルに、事務局の皆様はＭテーブル、我孫子クラブのご夫人の皆様
はＫテーブルに、瀧日会長のご夫人はＡテーブルにお座りください。
アトラクションのオペラを６時４０分に開始したいと思いますので、式典は４０分で終えたいと思い
ます。
同時通訳的なことは行いませんが、
プログラムの中で豊原とアラモアナの会長の挨拶は日本語
に訳したものを添付します。瀧日会長の挨拶と松本実行委員長の歓迎の言葉はプロジェクターで
それぞれの国の言葉に訳したものを投影します。あとの来賓の挨拶等は申し訳ないのですが、
日
本語のみになるため、通訳の方にかいつまんで訳していただいたりすることになります。
１９時３０分から祝賀会です。すべての会員が来ていただいた方々に感謝の気持ちを持って接し
ていただき、ぜひ各テーブルにお酒をつぎに行ったり、挨拶に回るよう心がけていただきたいと思い
ます。
終了後は基本的に我孫子クラブ全員でお見送りをしていただきたいと思います。

５０周年記 念事 業 記 念 誌 委員会 報告

丸田委員長
記念誌は写真等が全て出来上がってからになります。
５０周年式典でどのよう
に準備をしたかというようなことも含めて盛り沢山に作成し、
５５周年、
６０周年の
時の方が困らないような資料にしたいと思っています。
カメラマンは依田会員のお兄さんがやってくださいます。
表紙等、
いいものを作ってありますのでご期待ください。

ニコニコＢＯＸ

お名前
メッセージ
瀧日会長 ５０周年打合せありがとうございました。
上村文明会員 ５０周年頑張りましょう。
小池会員 式典よろしくお願い致します。
佐藤会員 ５０周年記念おめでとうございます。
松本会員 50周年記念、御協力お願い申し上げます。
村越会員 50周年式典よろしくお願いします。

当 日 計
今期累計

金 額
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
６,０００円
３２６,０００円

今週の表紙「あけぼの山公園 ひまわり」柏市布施1940

1995年に柏市の市制施行40周年を記念して、隣 接している「あけぼの山農業公園」と一 緒にオープンしま
した。 シンボルのオランダ型風 車の周りは、春にはチューリップ、夏にはひまわり、秋にはコスモスなど、色
鮮やかな季節の花で埋め尽くされます。
桜の名所でもあり、毎年4月上旬には「桜まつり」が開催されます。

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。

