第２５１５回例会報告議事録
日時 ３０年３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 : 柏ＲＣ 地区幹事長 神野美明 様
ゲ ス ト : 陳徳思さん（米山奨学生
S . A . A . : 依田会員

会長挨拶

服部会長
今日は仕事のために例会への参加が遅れまして申し訳ありませんでした。
今日は地区幹事長の神野様がいらっしゃっています。ありがとうございます。
米山奨学生の陳徳思さんは例会への参加は今日が最後です。
ロータリーの学
友会へ参加していただければ、
またいろいろ会える機会があると思います。引き続
きよろしくお願いしたいと思います。
１年間カウンセラーを務められた鈴木会員には労をねぎらいたいと思います。あ
りがとうございました。
２月２４日、
２５日の地区大会に参加された皆さん、地区委員の小池会員、大変ご苦労様でした。
ガバナー、実行委員長他、関係者の方からのお礼状をいただいています。
私は２月２４日
（土）
の会長幹事が参加する会に参加しました。
クラブに対する表彰が行われたの
ですが、我孫子クラブは何もありませんでした。次年度以降はクラブ表彰も受けられるように次期
荒井会長にお願いしたいと思います。
２日間、皆様、本当にご苦労様でした。
来週１３日
（火）
には１０分区のＩＭ、合同例会がクレストホテルで開催されます。間違えて、
こちら
の会場に来られないようにお願いしたいと思います。
ＩＭのテーマは社会奉仕のあり方、社会奉仕
の実施にあたって工夫、留意すべき事等です。
米山カウンセラーの件ですが、来年度新規の米山奨学生が２３名いらっしゃって、地区からは３０
以上のクラブから引き受けの応募があったそうです。引き受けのあまり実績のないクラブにやって
ほしいという意向で、来年度は我孫子クラブは引き受けを見合わせてくださいと米山奨学委員会
から通知が来ています。

ご挨拶

柏 RC 地区幹事長 神野美明 様

先だっての地区大会では服部会長をはじめ皆さん大勢参加していただき、
あり
がとうございました。また小池地区幹事をはじめとしまして、皆さんにいろんな所
で寒い中お手伝いいただき、本当にありがとうございました。おかげさまで無事に
終了することができました。皆さんのお力添えのおかげと感謝しております。
諸岡ガバナーノミニーが舞台から転落をされたという事故がありましたが、
ＣＴ
を撮った結果は脳に異常はなく、
お仕事にも２７日から復帰されているそうです。
本当にお世話になりました。ありがとうございました。

陳徳思さんへ米山奨学金を授与

ご挨拶 カウンセラーの鈴木会員より
カウンセラーをさせていただいて僕自身がとっても幸せな
１年間だったと思っています。徳ちゃんは泣きたい気持ちで
すと泣いていますが、人が出会った縁というのは、
そう簡単
に離してはいけないと思っています。米山奨学生が今日が
最後ということではありません。
４月から不動産会社の通訳の仕事で忙しくなると思いま
すが、
ロータリーの夜の例会などにまた参加してもらって、
ず
っとつながっていきたいと思います。徳ちゃんもキョウちゃん
もナレットもずっと見守って確認しあいながら、我々も死ぬまで皆とつながって、いい人生を歩みた
いと思っているので、
もう泣かないでください。
ご挨拶 米山奨学生 陳 徳思さん
この１年間ありがとうございました。

親睦委員会報告

本日は結婚のお祝いもあります。倉持会員、
結婚１０周年、
おめでとうございます。
お誕生日のお祝いは、
倉持会員、
藤本会員、
村越会員、
依田会員、
渡邊会員です。
おめでとうございます。

米田委員長

倉持会員より
こんなにたくさんのお祝いをいただきまして、
ありがとうございます。
昨年、誕生日のプレゼントをいただいて、家では流され気味なので、
ここでいただいたプレゼントを家で自慢したら、かみさんから「それは
奥さん用じゃないの？」言われ、その時かみさんがジャイアンに見えま
した。
ダブル受賞ということで、今月３日に結婚１０周年を迎えました。一
緒に住んで１７年経っていますので特に１０周年で特別な思いというの
はなかなかないのですが、結婚した翌年から自分で会社を始めて、苦
労をかけたなと思っています。必要最小限の文句を言われながら支え
ていただいたかみさんに感謝しています。今日はありがとうございまし
た。

藤本会員より
倉持会員と同様、
ロータリーで２回目のバースデーを祝っていただ
いて誠にありがとうございました。
ここで祝っていただいて、
３月が誕生
日だったんだなと気づいたところです。
３月１６日で５４歳になります。
とにかく今は仕事が中心となっていて、
仕事場に４つのテストを掲げています。何分、私利私欲に走らず、皆さ
んと協調しながらやらなければいけないと自分に毎日云い聞かせて過

ごしています。
子ども達も成長してきて、
かみさんと時間が長くなりますので、
これからも仲良くしなきゃと明日、
ケミストリーのライブに行って来ます。ありがとうございました。
村越幹事より
お祝いありがとうございます。
３月３０日に５６歳になります。
昨年の３月３０日は５０周年の記念植樹をした日で、
しだれ桜の前の
プレートの所に２０１７年３月３０日と刻んでいただいていますので、桜の
木とともに年を重ねていきたいと思っています。
家では誕生日を祝っていただいていないのですが、下の娘が一緒
に住んでいるものですから、
だいたい都内の予約の取れないレストラ
ンを予約だけしておいてくれて、費用は私持ちでいつも３人で食事に行きます。今年も４月１日の日
曜に予約したと言われていますので、
それを楽しみにしております。お祝いありがとうございました。
依田会員より
お誕生日のプレゼントをありがとうございます。
３月１９日で４７歳にな
ります。
４７年前に未熟児で生まれました。小さく生まれて日々成長し
て、
こんなに大きくなってしまいました。誕生日に両親に感謝を込めて
お墓参りに行きたいと思っています。これ以上は成長しないように頑
張っていきたいと思っていますので、
よろしくお願いいたします。ありが
とうございました。
（次ページへ続く）

渡邊会員より
３月１２日に藤本さんと同じで５４歳になります。暮れから今年にかけ
て神社に行く機会が多かったのですが、数えで一の位と十の位を足し
てちょうど十になる年は八方ふさがりになるということで、
あまり気分は
よくない一年になりそうだなと思っています。が、
よく考えたら、仕事でも
ほとんど八方ふさがりな事が多いので、あまり気にせずに今年一年や
っていきたいと思っています。ありがとうございました。

出席報告

幹事報告

１９名出席（全員で２７名） 出席率７０.３７％
欠席者が８名。
業務の為：伊東会員、今井会員、志賀会員、関根会員、
高島会員、福武会員、柳田会員、湯下会員。

渡邊委員長

村越幹事
・２月２５日の地区大会にご参加くださいました皆様ありがとうございました。本
日、地区大会の記念品のボールペンを配らせていただいております。当日、
お渡
しした方もいらっしゃるのですが酔っぱらって覚えておりません。人数分しかあり
ませんので、既にもらっている方は置いて帰ってください。
・来週の火曜１３日は第１０分区のＩＭ及び合同例会です。
会場：ザ・クレストホテル柏 受付：
１２時〜 点鐘：
１２時半
お車でいらっしゃる方は高島屋第２駐車場をご利用くださいとのことです。ホテ
ルの下になるべく入れずに、
６号線の反対側にある高島屋第２駐車場をご利用
いただきますようお願い致します。
・本日、理事会が例会終了後に開催されます。理事の方はお残りください。

今月の卓話について

依田 S.A.A.

３月２０日は渡邊会員のご紹介で千葉興業銀行の方、翌週２７日は伊東会員のご紹介で魚路（う
おじ）
さんという方の卓話を予定しております。
２週連続、外部卓話になります。
どうぞよろしくお願いいたします。

3 月 20 日の卓話について

渡邊会員

閉会の言葉

服部会長

２０日に当行、千葉興業銀行の法人戦略部から、市町村の地域創生に関する
情報収集をしたり、
コンサルティングをしたり、地方創生の活動についてのお話を
させていただきたいということで卓話をいたします。茂原のＲＣで卓話をさせてい
ただいたこともあり、ぜひ我孫子の皆さんにも聞いていただきたいと思っておりま
す。
ご参加の方よろしくお願いいたします。

今日は少し寒いのですが、
３月になって来週以降、暖かい陽気になるようです。
植樹した手賀沼のしだれ桜ですが、
まだつぼみがついてないようです。咲くのを楽しみにしてい
ます。
先ほどの羊羹はよねやさんの羊羹です。
ようかんで食べてください。

ニコニコＢＯＸ

お名前
柏RC
地区幹事長
神野美明 様
服部会長
村越幹事
倉持会員
小池会員
佐藤会員
鈴木会員
瀧日会員
藤本会員
依田会員
渡邊会員

メッセージ

皆様の御協力に感謝申し上げます。
些少ですがビジターフィーをニコニコ致します。
地区大会お疲れさまでした。
誕生日祝いありがとうございました。
結婚周年、誕生日のお祝いありがとうございます。
地区大会お疲れ様でした。
やっと春らしくなりました。
徳ちゃん一年間ありがとう！！又会いましょう。
トクちゃん、元気でね。
バースデイありがとうございます。
トクちゃん一年間ありがとう。
お誕生日祝いありがとうございます。
トクちゃんお疲れ様でした。
誕生日お祝い ありがとうございました。
当 日 計
今期累計

金

額

５,０００円
１,０００円
１,０００円
５,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
２,０００円
２０,０００円
２６３,０００円

今週の表紙「竹内神社」千葉県我孫子市布佐1220番地
竹内神 社の例 大 祭は江 戸中期の享 保 年 間に始まった歴 史ある伝 統 行 事です。竹内神 社の氏 子である５町
内が持ち回りで行い、五穀豊穣を祈願します。成田街道（国道356号線）沿いで神輿・山車が巡行する際は
大勢の見物客で賑わいます。2011年は東日本大震災で受けた液状化被害の為中止となりましたが、住人ら
の「復興につなげたい」との思いで翌年から再開しました。

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。

