第２４５６回例会・年次総会報告議事録
日時 ２８年１２月６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

国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ビジター : なし
ゲ ス ト : 米山奨学生 グエン・ダン・ズイさん
S . A . A . : 渡邊会員

会長挨拶

鈴木会長
先日の手賀沼清掃には大勢の我孫子ロータリーのメンバーが集まってください
ました。
ゴミの量の少なさには若干驚きました。今度はゴミというおみやげが出る所
を探したいと思います。
その中でも多くの恵みに預かりました。ひとつはうちの卒業生にたくさん出会っ
たことです。
ある学校の校長先生のお話が心に残っています。その学校も努めて地域に出
てゴミ清掃をしています。
「ゴミを拾う経験をした子どもは、
おそらく大きくなってもゴミを捨てる側に
は立たないだろう」という言葉をずっと覚えています。
ボーイスカウトとか、親と一緒にゴミを拾っている子どもたちを見て嬉しくなりました。山の会や鳥
の会等、
いろいろなサークルの方たちの労をいとわぬ姿を見ていると、
自分だけよければいいという
風潮が目立つ世の中ですけれども、人のためにやっている方がこれだけいるということは希望の映
像として私の記憶の中に残ると思います。ありがとうございました。
服部社会奉仕委員長には私たちには見えないご苦労があったと思います。感謝申し上げます。
米山奨学金を今まで銀行の封筒で渡していたのですが、塩毛会員がのし袋を準備してください
ました。のし紙というのは改まって心を込めて差し上げる日本流のやり方です。
グエン君も残りの期
間、心を込めて米山奨学生らしく頑張っていただきたいと思います。塩毛会員、
ご配慮ありがとうご
ざいました。
小池会員が昨日、地区委員の仕事を缶詰でやってくださいました。私たちの見えない所での仲間
の働きを共通認識することも大事な作業ではないかと思います。いい話、
いいニュースがあればお
知らせしていただければと思います。

親睦委員会報告

第１例会ですので、
お誕生日をお祝いしたいと思います。
福武会員、
お誕生日おめでとうございます。

村越委員長

福武会員より
本日はお祝い頂きありがとうございました。私はクリスマスに生
まれていまして、娘２人と奥さんで毎年ケーキを作ってくれます。祝
いたくて作っているのか、食べたくて作っているのか最近わからな
くなってきているのですが、本当にありがたい日だなと思います。
丸田の年次予定表にお客様の誕生日がハッピーバースデーと
いう形で明記されています。時間が合えば交流を深めるきっかけと
して使われていて、
こういう所から培ったものなのかなと、今日、実感することができました。私もそう
いう形で何かできるようになっていければいいのかなと思いました。今日はありがとうございました。

出席報告

１８名出席（全員で２４名） 出席率７５. ００％

社会奉仕委員会報告

伊東会員（代理）

服部委員長
先日の清掃にはたくさんの皆様にご参加いただきありがとうございました。
１５名
の参加予定だったのですが、
おかげさまで最終的にはボージョレヌーボーと同じ１８
名になりました。腰の痛みを押して参加いただいた木村さん、
ありがとうございまし
た。
手賀沼清掃は年に２回あるそうです。火ばさみを１６本購入しましたので、無駄
にならないように引き続きお願いしたいと思います。

プログラム委員会報告

依田委員長
来週１２月１３日は佐藤会員、
２０日は瀧日会員の卓話の予定です。皆様、ぜひお集
まりください。

瀧日年度の会計報告

上村会員
瀧日年度（平成２７年７月１日〜２８年６月３０日）の会計報告
１１月の理事役員会で承認いただき、今日発表する運びとなりました。遅くなり
大変申し訳ありませんでした。
松本監査に監査をしていただきました。
一般会計と特別会計があり、特別会計は５０周年記念事業の会計です。
会費収入、寄付金収入、雑収入とあり、収入合計が８,０３２,０００円。
事業活動支出が ①事業費支出の合計２,１３２,４７７円
②管理費支出の合計４,４１４,０００円
③他会計の繰り入れ（５０周年特別会計への繰り入れ）
９２０,０００円です。
５０周年特別会計については、臨時会費として１人４万円を収入させて頂き、振
り替えています。
収入から支出を引いた金額、当期支出差額が５６５,３１３円です。前期繰越
１４２,６７７円と合計しますと、次期支出差額が７０７,９９０円になります。
次期支出差 額が７０７,９９０円と預金として残っている７３８,０３３円、
３０,０００円、６４,５３０円が繰越額になります。特別会計と一般会計に計上違い
がありましたが、後期に入って直っています。
特別会計については、一般会計の中のその他の資産１,６７５,２６０円が特別会
計として残っています。これは５０周年で残っている金額です。千葉銀行我孫子支
店の普通預金に残っています。これは、５０周年の記念誌のお支払いを太平洋印
刷さんに行っていないのと、桜代と植樹祭の分がまだですので、これだけ残って
います。
予算では記念事業関係で９０万円、記念誌関係で９０万円になっているので、
今の残高では３０万弱足りません。これにつきましては、鈴木会長年度で考えてい
ただかないといけないのかなと考えています。

服部会員の米山功労賞の表彰

グエン・ダン・ズイさんへ米山奨学 金 授与

近況報告 米山奨学生 グエン・ダン・ズイさん
日曜日の手賀沼のイベントに参加させていただき、
ありがとうございました。今、
私は柏税務署の裏に住んでいるのですが、手賀沼公園まで自転車で１５分程かか
ります。公園へは暇があればよく遊びに行きます。イベントが手賀沼公園で行われ
ると教えていただいて、北柏の方の公園だと思っていたのですが、我孫子の手賀
沼公園でした。時間に間に合うように一生懸命自転車に乗って行きました。その日
は１０キロ自転車に乗って、
いい運動になりました。
自然に優しいイベントはベトナムにもあり、高校時代によく参加しましたが、
日本での参加は初め
てでした。
日本人はコミュニティに対する意識が本当に素晴らしいです。手賀沼のような所はベトナムにもあ
りますが、
ゴミがいっぱいです。
日本はゴミがなくきれいです。
先々週に千葉地区のロータリー事務所に行き、委員長の方からお話をうかがったのですが、来年
からロータリー学習会がベトナムで出来るそうです。
もし機会がありましたら、黄色いジャンパーを
着て参加していただければと思います。
ありがとうございました。

幹事報告

木村幹事

閉会の言葉

鈴木会長

・例会変更のお知らせ
柏西ＲＣ
１２月２３日（金）休会
			
１２月３０日（金）休会
			
平成２９年１月６日（金）夜間例会 新年家族会
流山中央ＲＣ １２月２０日（火）移動クリスマス例会
			
１２月２７日（火）休会
			
平成２９年１月３日（火）休会
・本日、皆さん全員に太平洋印刷さんより来年のカレンダーをいただきました。
先週は卓上カレンダーをいただきました。重宝して使わせていただいています。
皆さん、ニコニコぜひお願いします。

一旦、例会を閉じさせていただいて、
引き続き、年次総会と理事会を行います。
今日は、
その後、流山の支援学校のＴシャツ贈呈式に依田会員と村越会員とで伺います。

ニコニコＢＯＸ
お名前

鈴木会長
木村幹事
石原会員
伊東会員
小池会員
上村会員
佐藤会員
塩毛会員
瀧日会員
服部会員
福武会員
藤本会員
村越会員
依田会員
米田会員
渡邊会員

メッセージ
清掃奉仕が出来、感謝でした。
カレンダーありがとうございます。
カレンダー有難うございます。
カレンダーありがとうございます。
カレンダーありがとうございました。
手賀沼清掃活動、出席できませんで申しわけございませ
んでした。
カレンダーありがとうございました。
カレンダーありがとうございます。
前回休ませていただきました。
上村さん、ご馳走さまでした。
カレンダーを頂きました。
手賀沼清掃に多数の参加ありがとうございました。
カレンダーもきれいですネ。
誕生祝いいただきありがとうございます。
先日の手賀沼ふれあいは気持ち良く過ごせました。
カレンダーを頂きありがとうございました。
カレンダーありがとうございました。
福武さん、カレンダーありがとうございます。
カレンダーありがとうございます。
カレンダーありがとうございました。
当 日 計
今期累計

金

額

２,０００円
1,０００円
1,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
５,０００円
３,０００円
３,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
２６,０００円
１８７,０００円

年 次 総 会
次年度役 員理事について

服部次年度会長
２０１７-１８年度の役員理事については、クラブ細則に則って選挙を行うという
ことになっていますが、我孫子クラブの場合はこれまで選挙ではなく、理事会で承
認された役員理事について総会で承認を頂くという流れになっています。
理事については、役員５名を含む１０名以上となっています。２０１７ー２０１８年
度の理事の候補者は今年度と全く同じ顔ぶれです。引き続きよろしくお願いしたい
と思います。
荒井会員は次次年度の会長ということで、来年７月からは会長エレクトということでよろしくお願
いいたします。
上村会員が次年度会計を引き続きお願いいたします。
鈴木会長が次年度副会長でよろしくお願いいたします。
不肖服部が、皆様のご承認が頂けるのであれば次年度会長を勤めさせて頂きたいと思います。
村越会員が次年度幹事でよろしくお願いいたします。次次年度の幹事は依田会員となります。
次年度のＳＡＡは依田会員、副ＳＡＡは福武会員にお願いいたします。
次年度の監査は瀧日会員にお願いしたいと思います。
拍手にて承認されましたので、この内容で確定させていただきます。ありがとうございました。

今週の表紙「古利根」我孫子市中峠

古利根は我孫子市の北部にある三日月形の沼です。度重なる水害をなくす為に明治末期に利根川の改修工
事が行われ、その結果、蛇行部分が残って出来ました。
現在の古利根沼は豊かな緑に囲まれ、利根川からあがってくる種々の魚の釣り場として多くの市民に親しま
れています。

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。

