第２４８４回例会報告議事録
日時 ２９年７月１１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「我らの生業」
ゲ ス ト : なし
S . A . A . : 依田会員
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		 柏東ロータリークラブ
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中嶋利生 様
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服部会長
２回目の例会でまだまだ不慣れですが、
ロータリーの温かい心でお許しいただ
きたいと思います。
７月４日の理事会で決まったことを報告いたします。
７月２８日から８月２日までハワイのアラモアナＲＣの４５周年の記念式典に参加
される方が２０数名いらっしゃいます。
８月１日
（火）
は移動例会という扱いにして、
ハワイに行かれる方はアラモアナへの出席、
日本に残られる方は、今日来られて
いる柏南クラブさんの納涼例会がちょうど８月１日６時より麗澤のキャンパスで行われますので、
そ
ちらへのご参加ということで振り替えていただければと思います。
８月１５日
（火）
は休会になります。
寺嶋ガバナー年度が始まり、
２７９０地区の研修がスタートします。
７月２３日
（日）
１３時より千葉の三井ガーデンホテルでクラブ研修リーダー委員長セミナーが開催
されます。鈴木会員がご出席できないようでしたら、代わりの方を選定していただきますようお願い
致します。
８月５日
（土）
１３時より千葉の三井ガーデンホテルで奉仕プロジェクト委員会セミナーが行われま
す。荒井会員がご出席できないようでしたら、代わりの方を選定していただきますようお願い致しま
す。
依田会員が実行委員長をされているあびこカッパまつりですが、
ロータリーとして会員、家族が
１０名以上集まれば参加することになりました。参加するとなると、法被くらいは用意しないといけ
ないかなと思います。その際はまた理事会で論議したいと思います。
８月２６日
（土）
４時半集合で５
時から行進が始まり６時には終了する予定だそうです。
手賀沼花火大会への協賛金３万円、我孫子市国際交流協会への１万円、
あびこカッパまつりへ
の３万円が理事会で承認されました。
スリランカへの洪水への義援金について。
５月下旬に大雨が降って、死者が２００名以上、被災
者が５０万人という大きな被害が出ました。
８月５日の奉仕プロジェクト委員会セミナーで基調講演
として在日スリランカ大使館の方がお話をしてくださいますので、義援金を送りたいということにな
りました。
７月中、募金箱を置いておきますのでお志をお願いしたいと思います。
２７９０地区には希望の風という奨学金制度があります。
６年前の東日本大震災で被災された孤
児の方達への奨学金制度です。将来的に資金がショートする可能性があるため、希望の風推進
委員会を設置したいというお話がガバナーからあり、
それについて賛同することに理事会で決定し
ました。
アラモアナの４５周年記念の時のおみやげとして、桐の箱に入った塗り箸にすることに決定しま
した。会長さんへのおみやげとしては、江戸切子のグラスを２つ用意することにしました。今日、家
内にカガミクリスタルのショールームに行ってもらっています。
川村学園さんに例会会場をお借りしているのですが、今年も７月１日に協定書の交換が終りまし
た。今年も一年間、
こちらで例会を開催させていただきます。会場費がただですので、何か備品等
を寄贈できればとお話しているのですが、寄贈の代わりに、川村学園で何か行事をする時にロータ
リークラブで一役買っていただければとのことで、講演等ある時に宣伝していただけるとありがた
いというお話でした。
年会費ですが、
２６万円だったところをこの７月より２４万円に戻しました。
もともと２４万円だったの
ですが、例会会場がポアロになった時に昼食代が少し高かったと言うこともあり２６万円にしたので
すが、元の２４万円に戻しました。

我孫子市への望遠鏡の寄贈の件ですが、
７月４日に水の館の最上階の展望室への設置が完了
しています。昨日、星野市長より感謝状をいただきました。
３分２０秒１００円で見ることができます。
先週の火曜に設置されて、土日の利用が２,０００円あったそうです。
このお金はすべて我孫子市の
緑の基金に振り替えられ市の緑化保全事業に使われます。
ロータリー財団より地区補助金として
半額の約３０万円いただけることになりました。

親睦委員会報告

倉持会員（代理）

今月お誕生日の鎌田会員、
おめでとうございます。

鎌田会員より
お誕生日をお祝いしていただいて、
ありがとうございます。今年で５８
になります。自分では元気なつもりなのですが、先日、北海道でゴルフを
やった時、終って２日目の時も体も痛くなくて元気じゃない、
と思ってい
たら、帰ってきた翌日の朝、
すごいことになっていました。疲れがすぐ出
てこないんだとひしひし感じました。電気の消し忘れなど、
ほんのちょっ
としたことなのですが、物忘れがだいぶ大台に近付いてきたなと思って
います。そういうことは気をつけようと思うのですが、
だんだんうちの社
長に近付いてきたなと思っています。
また一年間元気でいたいと思いますので、皆さまと仲良く、楽
しく行きたいと思います。本当に今日はありがとうございました。

出席報告

鎌田会員（代理）

２１名出席（全員で２６名） 出席率８０.７６％
欠席者が５名。 業務の為：石原会員、志賀会員、湯下会員、米田会員、渡邊会員

姉妹クラブ委員会報告

塩毛前委員長
ハワイへの出発まで２０日を切りました。ハワイの方から詳細の日程が届いてい
ます。想定していた予定と違う点が２点あります。
第１は２９日のアニバーサリーバンケットはお昼ではなく午後６時〜９時とのこと
で、昼間が前日同様フリーになりました。
もう１点は、到着する２８日はアラモアナの例会があるので、希望者の方は例会
に出席してみてはとのことです。会場はアラモアナホテルで１２〜１時とのことで
す。私どもの泊まるホテルから３キロ位の場所ですが、間に合うかどうか、本日の例会後にちょっと
打ち合わせをさせていただければと思います。

幹事報告

村越幹事
・８月１日の例会はアラモアナの周年行事、
または柏南ＲＣの納涼例会への振り
替えになります。
納涼例会はれいたくキャンパスプラザ１階で１８時からです。
・川村学園女子大学さんよりチラシを２種類いただいています。ポスター等もお
預かりすることになると思いますので、事業所等で掲示できる方がいらっしゃい
ましたら、
お持ち帰りいただければと思います。
・松戸西ＲＣより３０周年の記念誌が届いています。

小髙ガバナー補佐幹事 大内ガバナー補佐

柏東RC

森幹事

藤原会長

柏西RC

中嶋幹事

金子会長

ご挨拶

第 10 分区ガバナー補佐

大内

啓様

ご挨拶

第 10 分区ガバナー補佐幹事

小髙

潔様

柏南ＲＣの大内でございます。今日は柏東クラブと柏西クラブの会長幹事さ
ん、幹事の小高さんもご同席していただきまして心強い次第でございます。どう
ぞよろしくお願いいたします。
今年度の国際ロータリーの会長、イアン Ｈ.Ｓ.ライズリーさんは、ロータリー
は奉仕を通じて、人々の人生に変化をもたらすことができる、そして、確実に誰か
の人生をよりよくしている、この充実感こそが私たちがロータリーに留まり続け
る理由であると述べています。
「ロータリー：変化をもたらす」をテーマに掲げました。実践的ロ
ータリー活動の推奨ということだと思います。
２０１５-２０１６年の当分区での情報研究会の基調講演で北清治元ＲＩ理事がお話してくださ
ったことがあります。その中で、ロータリーの目的である奉仕の理念は実践的奉仕を通じて育ま
れるとおっしゃっていました。
１０分区では岡野さん、中村さんに続いて３人目のガバナーとして寺嶋さんを輩出することに
なりました。新年度が始まる前に４回の会長幹事会を開催し、意思の疎通をはかって参りまし
た。当分区からガバナーが出ると言うことは非常に光栄なことでございますので、皆さま是非ご
協力の程よろしくお願いいたします。
我孫子クラブさんにおかれましても、会長さんに努力していただきマイロータリーやロータリー
セントラルに入っていただきました。
今まで手続要覧というのは、ロータリー活動をする際の細かい手続やロータリーがどうあるべ
きかということが書いてあったのですが、今回の手続要覧を見ますとロータリーの定款しか書い
てありません。細かいことは自分でマイロータリーを開いて、そこで情報を得る等、自分で勉強し
なさいという流れに変わったようです。
クラブ及び分区の活動ですが、公式訪問は１１月７日（火）に柏南ＲＣと合同で行われます。２
週間前に私が訪問させていただいて、どのようにするか検討させて頂きたいと思っています。
分区の行事としまして、情報研究会を９月１９日（火）に、ＩＭを翌年３月１３日（火）に予定して
おります。
情報研究会は従来通り、入会間もない会員同士がロータリーの基本的な談義を深める研修
の場と考えております。つきましては、７月２３日にクラブ研修リーダー委員長セミナーに出席さ
れた各クラブの担当者の方に集まっていただき、情報研究会をどのように進めるかご相談したい
と思います。
ＩＭに関してはロータリーを深く話し合うような場にできたらと考えております。
私にとって、ロータリーに留まりたい理由のひとつとして、自己研鑽の場、または知的意識の向
上の場、という気持ちがありますので、皆さんで胸襟を開いてロータリーについていろいろな話
ができる場を作って行きたいというのが私の希望です。
寺嶋ガバナーを輩出するホスト分区として、できるだけ寺嶋さんを盛り上げるご協力をお願いし
てご挨拶に代えさせていただきたいと思います。
役職を離れてですが、各クラブで言ってこいと言われたことがあります。９月１日に青少年育成
の為のチャリティーコンサートがアミュゼで行われます。世界で十指に入ると言われているクリス
トファー・ヒンターフーバーさんというピアニストが演奏してくださいます。もう一方、ウィーンフィ
ルの主席チェリストの方もいらっしゃいます。これほどの方をアミュゼに呼ぶことができましたの
で、３０００円ですが、１０分区の方を優先的にお声かけしようと思っております。是非ご希望の
方はご参加いただければと思います。ありがとうございました。

今年度、運転手をさせていただきます（笑）。
一年間よろしくお願いいたします。

ご挨拶

柏西ロータリークラブ 会長

金子

正様

柏東ロータリークラブ 会長

藤原和子 様

西クラブの４３代目会長として先週就任させていただきました。活気のあるロ
ータリークラブ作りを目指して、みんなの協力のもと一年間頑張るという目標を
掲げました。西クラブは今、６２名ですが、４名増員を目指して盛り上げて行きた
いと思っています。寺嶋ガバナーと同級生なので、一年間がんばりたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

ご挨拶

先週、会長の引き継ぎを終え、新たな船出という所に至っております。ロータ
リー歴が長くないので、むずかしいことは詰めて行けないのですが、クラブとし
てマンネリ化してしまったところの開拓を少しして、クラブを変えよう、そういう
イメージを持って今年務めて行きたいと思っています。皆さん非常に仲のよい会
員が集まっていますので、事務局におんぶに抱っこで、例会に出てればいいとい
う部分も見え隠れしていますので、会計業務等に関しても自分たちがしっかり把
握したり、各委員会の業務に関しても何となく引き継ぐのではなく、ちゃんと記録を残していくよ
うにして頑張っていきたいと思っています。非常に頼りになる舵取りがいますので、当てにしなが
ら務めて行きたいと思っています。皆さまのご協力もよろしくお願いしたいと思っています。
寺嶋ガバナーは笑顔が非常に素敵な方で、人の話をきちんと聞くという姿勢を持っていらっし
ゃる素晴らしい方です。私の尊敬する１人となっています。クラブ、分区、地区の中でそういう尊
敬できる方を見つけながらこれからも活動していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いい
たします。

ニコニコＢＯＸ

お名前
ガバナー補佐
大内 啓 様
柏東RC
藤原和子 様
服部会長
今井会員
鎌田会員
鈴木会員
藤本会員

メッセージ

今年度よろしくお願いいたします。
本日は貴重な体験をさせて頂きました。
我孫子市役所への望遠鏡の寄贈が完了しました。
有志で北海道に行って来ました。大変楽しかったです。
誕生日プレゼントありがとうございます。
北海道旅行ありがとうございました。
鎌田さん おめでとうございます。
当 日 計
今期累計

金

額

１０,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１６,０００円
２８,０００円

今週の表紙「東我孫子駅」我孫子市下ヶ戸

東日本旅客鉄 道（ＪＲ東日本）成田線（我孫子支 線）の、我孫子駅と湖北 駅の間にある駅です。上りと下り
のホーム2線だけの小さな駅で、互いのホームは構内踏切で連絡しています。列車が接近したり、発車したり
する時には構内踏 切が閉まる為、上下ホームの行き来は出来ません。湖北 駅管理の無人 駅で、どこか懐か
しい気持ちにしてくれるような駅です。

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。

