第２４９２回例会報告議事録
日時 ２９年９月１２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
ビジター : なし
S . A . A . : 依田会員

会長挨拶

服部会長
先週、理事会が開催されました。その内容についてご報告いたします。
今日、
この後にクラブ協議会を行いますが、
その議題と進行方法について少し
論議をいたしました。議題としては、前年度の会計報告と今年度の予算、各委員
会の年度計画を発表していただきます。
２つ目に、来週９月１９日
（火）
に麗沢大学で第１０分区の合同例会及び情報研
究会が開催されます。村越幹事がその配車スケジュールを作成してくださり、今
日配布してくださいます。
３つ目に、各種の協賛についてです。今年は１１月４日
（土）、
５日
（日）
に行われる、毎年恒例のジ
ャパン バード フェスティバルに例年通り５万円、
１０月１５日
（日）
の我孫子の産業まつりに例年通り
１万円の協賛をすることになりました。
あびこカッパまつりへの参加で作成した３０着の法被の費用
（１２万円ちょっと）
ですが、社会奉仕
委員会の予算から支出することになりました。
ジャンパーはサイズがありますので、個人で自宅管理
ですが、法被は行事の度にクリーニングをしてクラブとして保管するという形を取らせていただき
たいと思います。

服部会長より松本会員にポール・ハリス フェロー ピンの贈呈

年次寄付１千ドル以上ということで、松本会員にポール・ハリス フェローのピンが届いております
のでお渡ししたいと思います。おめでとうございます。
松本会員より
塵も積もれば山となるということで、気がついたら、
こういうことに
なっていました。ありがとうございました。

親睦委員会報告

先日お休みされていた佐藤会員、
お誕生日おめでとうございます。

米田委員長

佐藤会員より
本日は私のために誕生祝い、
ありがたいと思います。
９月１２日に生
まれ、今日はどんぴしゃりです。最近は祝ってもらえるのはここしかない
もんですから非常に貴重な日であります。
７０歳代の最後で、来年はい
よいよ傘寿の世界に入ります。傘寿の世界に入りますと、男は平均寿
命が８１か２ですから、
そろそろお迎えが来るのかなと考えています。
最近、死について考える事がよくあります。たくさんの人を見取っ
て来た中で一番印象に残っているのは、家内の母親がものを詰まらせて、呼吸が止まった時のこと
です。あわてて起こして叩いてなんとか戻ったのですが、
その時、家内が一生懸命、耳元で大きな
声で「ばあちゃん、
ばあちゃん！」と叫びました。娘として家内は一生懸命叫んだと思うのですが、
そ
の内、食べたものが取れて、真っ青な顔が明るくなって、
けろっとしていました。本人は全然苦しくな
かったそうで、
ただ、叫ぶ声が聞こえて、
あんまりうるさいから戻ってきたんだと話していました。
だから、案外、耳だけは最後まで残るようですので、
くれぐれも、
もう聞こえないだろうと思って悪
口を言わないようにした方がいいです。本日はありがとうございました。

出席報告

渡邊委員長

２１名出席（全員で２６名） 出席率８０.７６％
欠席者が７名。 業務の為：今井会員、鎌田会員、関根会員
体調不良の為：石原会員

幹事報告

村越幹事
・９月１９日
（火）
は第１０分区の合同例会及び情報研究会です。出席される方に
は乗り合いのスケジュールをお配りしました。
もし当日都合が悪くなったり等、急
な変更がありましたら、私の方までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
・豊原クラブより昨年度の週報がまとめて届いたそうですので、ぜひ回してご覧
になっていただけたらと思います。

ニコニコＢＯＸ
お名前
村越幹事
荒井会員
伊東会員
木村会員
小池会員
佐藤会員
米田会員
渡邊会員

メッセージ
藤本さん お土産ありがとうございました。
藤本さん お菓子ありがとうございました。
藤本会員、
チョコレートごちそうさまでした。
荒井会員 チケットありがとうございます。
藤本会員 お土産ありがとうございます。
藤本さん おみやげごちそう様です。
秋らしくなりました。
誕生祝い ありがとうございました。
ゴルフやっています。
藤本さん チョコありがとうございます。
お土産ありがとうございました。

金 額
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
２,０００円

当 日 計
今期累計

１,０００円
１,０００円
１,０００円
１０,０００円
７９,０００円

クラブ協議会
服部会長より
クラブ協議会の位置付けですが、
定款やクラブ細則に載っていないようなので、
確認してきました。
クラブ協議会は例会と対照的に、会長がクラブの役員、会員、委員に情報を伝達することを目
的として年度中に色々な折りに開催される、
とのことです。
クラブ協議会を行うことによって、会員の意思疎通をはかり、
クラブの現状を知り、今後の歩み、
方針などを確認します。採決をするとかいう物ではないそうです。会員全員参加が望ましいです。
年度が変わりましたので、前年度の決算報告、今年度の予算案、
クラブ活動計画書に載ってい
ますが、今年度の委員会の活動方針を委員長さんにお話ししていただきます。
１時半までで２５分
ほどになります。
会長挨拶 服部会長
今年度の国際ロータリーのスローガンは「ロータリー：変化をもたらす」という
内容です。私たちの活動が人知れず誰かの人生に変化をもたらせているという
ことを意識しながら、奉仕活動を実践することにロータリアンとしての喜びを見い
だせるのではないでしょうか、
というようなイアン・ライズリー会長の言葉がありま
す。
我孫子ロータリーとしても社会奉仕に重きをおきたいと考えております。
人なくして活動はありえません。全員で力を合わせて奉仕活動に取り組みたい
と思います。
ロータリーの活動は人にありますので、何と言っても会員増強です。頑張りたい
と思います。昨年は小池委員長の大変なご尽力のおかげで５名の増強で、
２７９０
地区で表彰もされました。今年度も引き続き会員増強に取り組みたいと思いま
す。
もうひとつは親睦です。できるだけ多くの会員、家族の方が参加できるような
機会を持ちたいと思います。会員相互の絆を深め、楽しい会にしたいと思いま
す。
一年間、
よろしくお願いいたします。
前年度の決算報告 会計 上村会員
前年度までは我孫子ロータリーの本会計と５０周年の特別会計がございました
が、前年度に５０周年が終りましたので、特別会計は先日の決算でゼロになりまし
た。
９ページから特別会計です。貸借対照表、預金も含めてゼロになっています。
本会計は２ページからです。貸借対照表が前年度と当年度が載っています。
１３ページに勘定科目の残高明細が載っています。
ロータリー財団からの望遠鏡のための資金は６月３０日現在まだ未収になって
います。
ドルで来ますが、
３０万円という日本円で掲載してあります。
仮払金の４万円は、地区ゴルフ大会の参加者から参加代金を徴収しなかった
ために決算で４万円残ってしまいましたが、今はゼロになっていると思います。
未払金は望遠鏡代の一式と、上村建設工業さんに水の館の３階に設置してい
ただいた時の未払金です。
５５３,８２４円かかって３０万円財団の方からいただくと
いう形になっています。
現金預金の１,３０９,１３６円と未収入金、仮払金の３４０,０００円、合計が資
産の部が１,６４９,１３６円、負債の部が未払金の５５３,８２４円で引いた金額が
１,０９５,３１２円になります。
５ページ目から収支予算書です。前前年度の予算と前年度の予算を比較して
あります。今年度の予算については村越幹事よりお話があると思います。
７ページに収支計算書があります。昨年は人数が少ないところで予算計上をし
てございますが、昨年の決算におきましては、
５名という大変多くの新入会員が
入会されましたので、財源に潤いが出てきました。
事業活動収入が予算が７,３０４,０００円のところが８,０２２,６６６円。
事業支出が２,２３６,８００円のところ、
２,５９４,０３３円。
管理費支出が８ページで、
４,７１７,２００円のところ、
４,８５４,７９６円。

前年度の繰り越し収支差額が７０７,９９０円のところ、次期繰り越し収支差額が
７５７,９９０円のところ１,０９５,３１２円。
この金額が正味財産になります。
この会計報告につきましては先週の理事会で承認をいただきまして、今日発表
させていただいているところでございます。鈴木前年度会長、木村幹事、上村会
計、
そして瀧日会計監査による監査報告書をつけております。
今年度予算案 村越幹事
先週、理事会でお示しした予算書が正式な予算書ではなかったということで、
改めて会計報告がありました書式に変更して作成いたしました。
管理費支出に関しては今年度のレート１１１円で計算しています。
事業費支出に関しては、親睦と社会奉仕に力を入れるという事で、
そちらの予
算を厚くさせていただいております。あとは前年度の予算にほぼ習いながら決め
ております。何かございましたらおっしゃっていただければと思います。あくまでも
予算でありますので、年度の途中で新たな計画等ありましたら、
その都度理事会
ではからせていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
クラブ管理運営委員会 米田委員長
親睦委員長も仰せつかっておりますので、親睦についてお話ししたいと思いま
す。
通常通り、家族例会等を行い親睦を深める為に、他の場所で夜間家族例会を
行いたいと思います。日にちは１０月３１日
（火）
を予定しております。詳細は決まり
次第お伝えいたします。
誕生日のお祝い、結婚のお祝いも通常通り行いたいと思います。観桜例会等
を最近行っていないので今年はやりたいと考えております。会員増強につながれ
ばと思っています。通常例会は少し固くて緊張しがちなので、最初は遊びのよう
なところからオブザーバーとしてお誘いしたいと思います。
旅行も企画しております。皆さんと楽しく活動をしていきたいと思いますので、
一年間、
どうぞご協力の程よろしくお願いいたします。
プログラム委員会 塩毛委員長
本年度も外部卓話を出来るだけ取り入れたいと思っておりますが、皆さんにご
協力をお願いしたいと思っております。皆様にも卓話をお願いするのですが、
自分
が出来ない場合は、外部の方にお願いして代理として卓話していただくようにお
願いいたします。第１号は９月２６日で澁谷会員のお知り合いの我孫子警察署長
による外部卓話です。
過去３年間の卓話者の統計を取ったところ、少なかった方からお願いしたいと
思います。
荒井会員に１０月１０日、上村会員に１０月１７日、福武会員が１１月１４日、米田会
員が１１月２１日にこの場でお願いしておきます。
ご自分でお話なさるか、外部の方
にお願いするかでお願いいたします。
外部卓話者へのお礼ですが、交通費として５０００円、手土産としてお菓子をお
渡しするのが一般の形になっております。

服部会長より
運営が稚拙で申し訳ありません。
次回以降の例会の中で、国際奉仕委員会の木村委員長をはじめ、各委員長さんより年度方針
についてお話をいただきたいと思います。ご協力ありがとうございました。サンクスの所にお名前
が載ります。我孫子のご当地アイドルです。
どうぞよろしくお願いいたします。

今週の表紙「手賀沼親水広場 桜景色」我孫子市高野山新田193

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。

