第２４９５回例会報告議事録
日時 ２９年１０月３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」
ゲ ス ト : 陳徳思さん（米山奨学生）
ビジター : なし
S . A . A . : 依田会員

会長挨拶

鈴木副会長
私と小池会員と荒井会員で女子オープンのボランティアに行って参りました。
次週に荒井会員の方から女子オープンの話はたっぷり聞けると思います。
朝５時頃に家を出て夕方までハードスケジュールを過ごしました。ボランティア
の話を女子オープンの話もからめてお話し出来ればと思います。
ロータリーは基本的に汗をするところではないと先輩方に聞いたこともありまし
たが、
ロータリアンたるもの、やはり汗をしないと、人の為に何かをして生きていく
という本当のところがわからないのではないかと思います。
我孫子市にはソフトボール連盟があります。かつて私が現役で４０そこそこの頃には十何チーム
あり、
それはそれは盛り上がっていたのですが、先日行われた我孫子市の秋の大会には５チームし
か出ませんでした。今朝、新木の下の方にある浅間前球場というところで練習があり、私もワンコ２
匹を連れて行ってみました。お父さんたちがキャッチボールしている向こうで一人で草刈りした草を
熊手で集めている人がいました。古内教頭でした。球場を良くする為に一人で奮闘し、汗を流して
いる姿を見て感動しました。
女子オープンですが、私たちは５時半頃に現地に着きました。そこには既にボランティアが何十
人いて、最終的に何百人ボランティアが集まりました。ボランティアの半数が我孫子市民だったそう
です。私はキャリングボードをやりました。スコアラーという点数をチェックする方がいるのですが、
もうその辺になるとプロです。キャリングボードを持っている私たちのためにロープを上に上げてく
れたり気配りをしてくださいました。キャリングボードやスコアラーの立ち居振る舞いを教えてもらい
ました。
抽選で当たり３日目に、
イ・ボンミちゃんに付く事ができました。仏さんでも神様でも見えないもの
を信じて祈るといいことがきっとあると思います。

陳 徳思さんへ米山奨学金を授与

奨学金、
ありがとうございました。
今週の金曜に勝浦ロータリークラブで卓話する予定です。原稿は先
月３日間で書きました。多くの人の前でスピーチするのは少し緊張しま
す。
これから３日間、真面目に準備します。
最近、学校もだんだん忙しくなりました。来月１日には２年生の論文の
発表会があります。
これからも論文を書かなければならないので、同級
生と一緒に頑張って、残りの半年の学生生活を楽しみたいと思います。
ありがとうございました。

親睦委員会報告

米田委員長

９月２８日に親睦委員会を開催しました。
１０月３１日
（火）の夜間例会は我孫子駅北口のヴァンダンジュというフランス料理
屋さんで行います。
６時半点鐘です。
本年度の親睦事業として、今日理事会にあげるのですが、
１２月３日
（日）
に新宿
の叙々苑という焼き肉屋さんを考えております。バスを出す予定です。石原会員
に提案していただきました。
親睦旅行についても本日の理事会にあげるのですが、年明けの６月３日
（日）、
４日
（月）
になりま
す。美ヶ原高原の王ケ頭（おうがとう）
ホテルを考えております。
高島会員と小池会員、
お誕生日おめでとうございます。

叙々苑での親睦会について 石原会員
演奏の派遣という仕事もしておりまして、叙々苑でハープの演奏をしておりま
す。飲み放題を付けましてお１人８千円のコースメニューになります。店長と交渉し
ました。

高島会員より
ありがとうございました。昨日で７８になりました。会社の方からお祝い
してもらったのですが、家ではケーキだけ昨日食べました。あと何年ロ
ータリークラブに出て来れるかわかりませんが、
どうぞよろしくお願いし
ます。

小池会員より
ロータリーに見習って、会社の朝礼で社員の誕生日を祝って歌を歌
っています。やってもらうのは恥ずかしいです。先日、情報研究会でロー
タリー歴何年というのが出ていて、
自分は２１年でした。なんとなくロー
タリアンをやってきたのですが、
こんなに長く来たのかなと改めて思いま
した。
この年になると健康について考え、
２年前にタバコもやめて、朝、野菜をたくさん食べるようになり
ました。生のもずくを買ってきて酢をダボダボ入れて食べるようになりましたら、先月の健康診断で血
管年齢が３０代前半でした。野菜ともずく酢のおかげかなと思っています。ありがとうございました。

出席報告

１８名出席（全員で２６名） 出席率６９.２３％
欠席者が７名（業務のため）。

幹事報告

渡邊委員長

村越幹事
・本日、例会終了後に理事会を開催します。理事の方はお残りください。
・川村学園女子大学のシニア社会人学生募集のパンフレットをお配りしました。
こちらの会場を使わせていただく代わりに、川村学園女子大学のＰＲをしてほ
しいと言われております。
もしお知り合いやお客様等でご興味のある方がいら
っしゃったらお渡しいただければと思います。
ロータリー モーター サイクリスト ク
・２７９０地区の方からオートバイの同好会、
ラブのツーリングのご案内が届いています。
１１月３日
（金・祝）
に予定しておりま
す。
ご興味のある方は事務局までお申し出ください。
・例会変更のお知らせ
柏西ＲＣ １０月１３日
（金）夜間例会 第１回インターゴルフの為
松戸北ＲＣ １０月１８日
（木）→２０日
（金）第１２分区５クラブ合同例会に振替
場所：松戸商工会議所５Ｆ 点鐘１２
：
３０
			 １０月２５日
（木）移動例会に変更
場所：米山梅吉記念館
点鐘１０
：
００
松戸西ＲＣ １０月１０日
（火）→１０月７日
（土）松戸祭り参加に変更
			 １０月２４日
（火）→２０日
（金）第１２分区５クラブ合同例会に振替
場所：松戸商工会議所５Ｆ 点鐘１２
：
３０
			 １０月３１日
（火）休会

ニコニコＢＯＸ

お名前
小池会員
鈴木副会長
高島会員
藤本会員
村越会員
米田会員

メッセージ
鴨田署長様 卓話ありがとうございました。
鴨田署長 卓話ありがとうございました。
鴨田署長 卓話有りがとうございました。
鴨田警察署長様 卓話有難うございました。
鴨田署長 お話ありがとうございました。
署長有りがとう。

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
７,０００円
９６,０００円

クラブ協議会
村越幹事より
９月１２日のクラブ協議会でまだ活動計画を発表していない委員長さんがいらっ
しゃいますので、発表していただきたいと思います。

社会奉仕プロジェクト委員会 荒井委員長
社会奉仕委員会ではロータリーの基本の四大奉仕のひとつ、社会奉仕活動を
積極的に進めていきたいと思います。活動を通して、一般の人々にもロータリーク
ラブの存在を広め、地域に役立つ事により知名度も上がり、会員の喜びにもつな
がると考えます。
我孫子は以前、北の鎌倉と称され、志賀直哉をはじめ白樺派の文人が多く手
賀沼のほとりに移り住んで来た地域でした。
本年も地域の宝でもある手賀沼周辺にスポットをあてて、観光の中心として愛される手賀沼にな
るように奉仕していきます。地域の人たちにとっても故郷愛があふれる地域になるように活動して
いきます。
青少年奉仕活動についても積極的に活動していきます。
活動計画として、手賀沼親水広場の水の館の双眼鏡の寄贈（終了済み）、手賀沼清掃への参
加、地域のお祭り等ふるさと愛をはぐくむ活動への支援活動、
２７９０地区の青少年奉仕委員会の
活動への参加等です。
皆様の方で何か他に案がありましたら言っていただければと思います。
会員増強委員会 小池委員長
昨年に引き続き、会員増強委員会を担当させていただきます。昨年は皆様のご
協力のもと５名も入会していただきました。今年度はガバナーが柏から出ており、
活動計画には３名と書いたのですが、
５名以上入れてくださいと言われています。
新たに会員になるためにはクラブ会員の推薦が必要になります。推薦者は入会
希望者本人に申請書を書いていただきます。推薦者は申請書を理事会に提出し、
その方がふさわ
しい人物であるかどうか審議し判断します。理事会の承認を得ますと、全会員にファックスが送ら
れます。
７日以内にどなたからも異議申し立てがなければ入会が承認されます。
過去には、最終的にお断りしたというケースもありました。
こちらから誘っておいて、土壇場でお断
りするのは大変に失礼なことですし、推薦者との関係を悪くする事にもなりますので、事前に情報
を公開しながら新会員の増強をしていきたいと考えております。
只今お配りした「会員になってほしい人リスト」には、入会してほしい人を思いつくまま勝手に記入
してください。井戸端会議的なものです。
この段階では勧誘する必要もありません。
リストの提出は
本日から１２月２４日を期限として提出してください。
書かれた方のお名前は例会で発表いたします。異議のある方は会長幹事、会員増強委員までお
知らせください。

書かれた方については会員増強会議で審査させていただきます。
地区の方から女性会員も増やして行きたいと言われておりますので、女性会員の方はお１人１名
は記載していただければと思います。
昨年この形でやってきまして、
リザーブになっている方もいるので、その方も考えながら進めて
行きたいと思います。昨年書いた方でダブって書いても構いません。
どうぞよろしくお願いいたしま
す。
広報公共イメージ委員会 福武委員長
本年度の活動目標としましては、一般の多くの人たちにロータリーについてご
理解いただけるように情報発信に力を入れていきたいと思っています。
活動内容としては、
ロータリーのあり方をわかりやすく広報展開する。
ＳＮＳによる情報発信の向上。
ロータリー活動の週報作成。
ホームページの定期更新管理。
ロータリーバッジの着用推進。
見やすさ、理解しやすさに重点を置いて活動していきたいと思います。
米山記念奨学委員会 木村委員長
１０月は米山月間です。私も勉強不足の部分もありますが、米山というのがどう
いうものなのか皆さんと共に考えていければと思います。
陳 徳思さんと夜間例会等でお話したり、卓話をしていただいたりしてコミュニケ
ーションを深めていければと思います。
米山記念奨学委員会 鈴木カウンセラー
陳 徳思さんの原稿を今、見せていただきました。素晴らしいです。早い時期に発表していただき
たいと思います。今月のフランス料理、
１２月の焼き肉も是非ご一緒しましょう。お寿司が好きだそう
です。徳ちゃんを食事に誘ってください。
ロータリー財団委員会 松本委員長
お手元にある活動計画の４１ページに今までの実績がありますが、
ここ何年間
か寄付の実績がありません。
我孫子ロータリーは特別で、財団に対して納得がいかないという方がいらっしゃ
ったことは事実です。昨年、社会奉仕の方で補助を受けたのですが、寄付をせず
お金だけもらったと言う形になってしまいました。
１０月２９日に財団セミナーに行っ
て参りますので、
そこで情報を手に入れた上で、
ご理解いただき、
ご意志のある方はお１人１万円で
結構ですので財団への寄付をいただければと思います。
ご協力の程よろしくお願いいたします。

今週の表紙「成田つくば航空専門学校」茨城県取手市取手西野1842番地

湖北駅から車で約10分、古利根沼のすぐ北側にある、航空分野の総合専門学園です。成田国際空港が開港
した1978年に発足しました。空港を連 想させる学習環境で航空工学、航空整 備、航空ビジネスの3学科を
学ぶことができます。即戦力養成 校の証である「職業実 践専門課程」の認定を文部科学大臣より受けてお
り、就職率は100％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。

