第２５２４回例会報告議事録
日時 ３０年５月１５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」
ビジター : なし
ゲ ス ト : なし
S . A . A . : 福武会員

会長挨拶

服部会長
嬉しいことに入会希望の方が１名いらっしゃいます。先週オブザーバーとして来
られた寺井勝利様です。
４７歳で、柴崎台のママメイトという介護施設の代表取
締役の方です。先週、入会申込書を出していただきました。
２８名になります。
理事会の報告をさせていただきます。
本日６時半からファイヤーサイド ミーティングを我孫子のハコカラという場所で
開催します。入会３年未満の会員の方が対象です。講師は研修リーダーの鈴木
会員です。
よろしくお願いいたします。
先ほど、荒井会長エレクトより来年度のスケジュールが配られたと思います。来年度はそのスケ
ジュールでやっていくことが理事会で承認されました。
ロータリー財団のグローバル補助金奨学生に申し込まれた方がおられたのですが、最終的に奨
学金が得られないことになりました。その経緯をふまえて、我孫子ロータリーとしてはイギリス留学
に行かれるお支度金として１０万円をお贈りすることに致しました。例会に来ていただこうかなとも
思ったのですが、
お手数をお掛けすることになりますので、手紙を添えてご自宅にお送りすることに
致しました。手紙の文案を私の方で作りましたので、回覧いたします。
次年度の活動計画書ですが、荒井会員の方から執筆者の方にご依頼があったと思います。原
稿を起こして、
メールで送付していただきたいと思います。
今日はこの後、先般の地区研修協議会の部会ごとのお話しを踏まえて、来年度の方針、活動計
画等を各委員長さんにお話ししていただきたいと思います。
昨日は母の日でした。私の家内も母です。娘が茨城の荒川沖に住んでいて、娘から声がかかり、
娘夫婦と孫２人、私と家内と息子と７人で守谷のアサヒビールの工場見学に行って参りました。
ビールの話が半分、三ツ矢サイダーの話が半分で、大変丁寧な対応でした。小さいお子さんに
も暖かくレクチャーしておられたので、
こういうことでファンを作っていくのかなと思った次第です。
私はビールが大好きなのですが、何を飲んでもほぼ同じ味かなと思っていました。が、
スーパード
ライが販売される前に、
１００年前から販売されていたというビールを飲み比べてみたのですが、味
が全く違っていました。スーパードライは売り出されて３０年くらいになるのでしょうか。
シェアを随分
取った理由がよくわかる気がしました。のどごしが良くてさっぱりしていて大変飲みやすいです。
私の母は３年前に亡くなり、明日が命日です。今まではカーネーションと母の好きなものを金沢の
実家に送っていたのですが、今年は命日にご仏前を送りました。母がいる時にもう少しいろいろ親
孝行できればよかったかなと思います。
まだお母さんがいらっしゃる方は私の分も含めてお母さん
に親孝行していただきたいと思います。勝手なご挨拶で申し訳ありませんが、
これで終わらせてい
ただきます。

親睦委員会報告

倉持会員（代理）

荒井会員、
お誕生日おめでとうございます。
６月３日
（日）、
４日
（月）
は親睦旅行です。行程表をＦＡＸで先日お送りしました。参
加費を今月中に事務局の方へお支払いをお願い致します。
バスの乗車順路を確認いたします。
①湖北駅北口マスダ前に７
：
１５ 塩毛会員ご夫妻、小池会員の３名
②東我孫子セブンイレブンに７
：
３０ 服部会長ご夫妻、米田会員、倉持会員の４名
③高野山セブンイレブンに７
：
４０ 荒井会員
④ケーズデンキ前に７
：
５０ 瀧日会員ご夫妻、志賀会員の３名
⑤我孫子駅南口８
：
００ 上村会員ご夫妻、藤本会員ご家族、石原会員、
村越幹事の７名
以上１８名で計画しております。
よろしくお願いいたします。

荒井会員より
お誕生日祝いをしていただきまして、
ありがとうございます。確か、
ロ
ータリーで祝っていただくのは６回目です。本当に嬉しい一時です。
５月１０日が誕生日で、
５月９日が結婚記念日です。結婚記念日を忘
れないようにそうしたのですが、今年は実はその前にいろいろかみさ
んとございまして、
９日の結婚記念日には私が肉じゃがとお味噌汁を作
ってあげました。そうしたら感激して、翌日は家族で誕生パーティーを
盛大に開いてくれました。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２７名） 出席率６６.６６％
欠席者が９名。
病気療養の為：米田会員、依田会員

幹事報告

佐藤卓哉会員

村越幹事
・本日１８時半より我孫子駅南口のレンタルスペース ハコカラでファイヤーサイド
ミーティングを行います。入会３年未満の方向けの研修になります。福武会員、
伊東会員、石原会員、藤本会員、倉持会員、柳田会員、前田会員の７名です。
研修リーダーの鈴木会員、瀧日会員、上村会員、どうぞ宜しくお願い致します。
服部会長と来年度の荒井会長も同席してくださいます。
２０時頃より海鮮処いわいで懇親会を行いますので、そちらの方からご参加頂け
る方もいらっしゃいましたら是非ご参加ください。どうぞ宜しくお願い致します。

地区研修協議会報告

〈会長〉荒井会長エレクト
会長部会は質疑応答と各クラブの会長エレクトの次年度の抱負、事業計画の発
表でした。私も準備をして行ったのですが、私の番の手前で終わってしまい発表で
きませんでしたので、
この場で発表させていただきます。
当クラブでは少子化対策として大規模な婚活パーティーを企画しております。
我々ロータリーのフィルターを通し、安心してパートナーを選んでいただけるようにメ
ンバーの紹介、推薦を条件に参加していただきます。紹介、推薦については第１１グループの各クラ
ブに協力していただきます。
メンバーは世話役にまわり、相談に乗ったり、
バーベキューでおもてなしをしたり、裏方の仕事をしま
す。
手賀沼親水広場でいろいろなゲームをしたり、手賀沼観光クルーズやプラネタリウムを鑑賞した
り、
バーベキューで食事をしていただいたり、我孫子の魅力を存分に感じていただきます。
日時は１１月１０日
（土）
を予定しており、第１部は手賀沼親水広場で１１〜１６時頃、第２部はバスで
移動して、
ザ・クレストホテルで１７〜１９時頃を考えております。
この事業については理事会で話を通しております。次年度の社会奉仕委員長を軸に実行委員会
を立ち上げたいと思っておりますので、皆さん、
ご協力の方をよろしくお願いします。
次年度の年間予定表に訂正がございます。
１２月の第４例会を２５日に訂正をお願いします。
８月７日
（火）
のクラブ協議会はガバナー補佐に訪問していただき総評していただきます。
８月２４日
（金）
はガバナー公式訪問で、柏西クラブとの合同例会でザ・クレストホテル柏で行われる
予定です。
１０月１７日
（水）
は情報研究会、
１０月２８日
（日）
は地区大会が幕張で行われます。
翌年５月２０日
（月）
は地区大会のゴルフです。

（次ページへ続く）

〈会員増強委員会〉小池委員長
会員増強維持拡大委員会という所に出席して参りました。今回から「会員増強退
会防止委員会」から「会員増強維持拡大委員会」という名称に変わりました。
会員増強の３つの要素としては、新会員の勧誘、現会員の維持および新クラブの
結成ということです。そろそろ１００名に達するようなクラブは新クラブの結成を促さ
れていました。
組織を維持するためには会員増強が欠かせず、何もしなければ高齢化等による自然減となり、
いず
れは消滅してしまいます。
会長が会員増強に対して強い意志をどれだけ抱けるかにかかっているとのお話しでした。全会員１
人１人に勧誘の責務があることをクラブ内に浸透させることも重要であるともおっしゃっていました。
私は３年続いて会員増強委員です。一時は２１名まで減りましたが、若い方たちも入って頂き、今現
在２８名です。
３０名位が私は一番いいのではないかと感じています。本音では私は５０人、
６０人になる
と会員同士のコミュニケーションが取れないので、
３０〜３５人が一番いいのかなと感じています。
〈親睦委員会〉福武委員長
次年度の親睦委員長を仰せつかりました福武です。
よろしくお願いいたします。
クラブを越えて、
いろいろな人たちとつながりを持つ為には欠かせない委員会で
あるというお話しでした。現在、野球、バイク、女性だけの交流会が開催されている
そうです。
クラブ枠を越えて、
どれだけ活動を活発にできるかが大事だそうです。
ロ
ータリークラブに入会されたものの、加入しただけで退会をしたくなった方が、
こうい
った親睦委員会の交流で退会せず、継続されたというようなお話しもありました。
次年度は第４例会を夜間例会の形にして、今までとは違う形を考えていらっしゃいます。親睦委員
長としてご協力できることを頑張っていきたいと思っております。
〈広報委員会〉藤本委員長
先般、千葉幕張に行きまして、
まず驚いたのが、会員の方々が会場に何千人とい
らしたことです。千葉だけでもロータリアンがこれだけいるんだなと圧倒された午前
中でした。
午後からは広報公共イメージの部会に参加致しました。参加するまでは何をした
らいいのか全然わからなかったのですが、要は、
ロータリーの周知をしましょうという
事でした。マスコミや新聞等を通じて、
ロータリーの意図することを伝えていきましょうという事です。
また、個々のロータリアンとしての責務を自覚して、積極的に活動していってほしいというお話しもあ
りました。
〈研修委員会〉服部会長
来年度、研修委員長を務めます服部です。
研修委員会の役割は、新入、
中堅の会員がロータリアンとして必要な一定の知識
レベルに到達することを支援することにあります。
ロータリーへの理解が深まることにより、
ロータリー活動に興味と関心を持ち、行
動に移すことによりロータリアンとして成長していけるものと思います。
私は６年前に入会しましたが、
その頃は新入会員に対するプログラムもなく、
どういうスケジュール
で１年間が経過するのかさまざまな行事がどういう目的でどういう位置づけになっているのか、基本
的なことが全くわかりませんでした。新入会員に対する研修プログラムや、我孫子クラブ独自の研修
マニュアルの必要性を強く感じます。
中堅会員はロータリーに対するある程度の知識を持っているため、
より正確で、
より高度な研修や
知識が必要だと思います。
我孫子クラブにはＲＬＩ
（ロータリー リーダーシップ研究会）
の受講修了者が１人もいませんが、将
来のリーダー育成のためにも、
ＲＬＩに複数の受講者を送りたいと思います。行きたい人が行くのでは
なく、会長が将来のクラブを背負って立つ人材を見極めて、指名して行ってもらうようにしていただき
たいと思います。

〈社会奉仕委員会〉村越会員
来年度、社会奉仕委員長を務めさせていただきます村越です。
婚活支援活動が来年度のメイン事業になります。奉仕プロジェクト部会で、社会
奉仕は地域社会のニーズを取り上げることが大切だと話されていました。
我孫子市は、生まれる子どもが８００人、亡くなる方が１２００人で、昨年は４００人減
少したそうです。是非、
うまくカップルが成立して、我孫子に住んでいただいて、
たく
さんを子どもを生んでいただけるように活動できればと思っております。
〈ロータリー財団委員会〉松本委員長
財団の方で説明で興味があったのは、財団の起源は何かということです。
第１次世界大戦の時にアメリカは参戦しなかったのですが、世界の平和のため
に何ができるかと考えて、
１９２８年、
ちょうど９０年前に財団が初めて発足したそうで
す。
ゼロクラブということで、寄付がないクラブがありましたが、今回は日本国内にゼ
ロクラブはないそうです。当クラブもある時期そうでした。
なぜ寄付していただくのか、
どのようなことに使われているのかご説明して、皆さんにご理解してい
ただき、皆さんが寄付したいお気持ちになれば出していただくという形で持っていきたいと思っており
ますので、
ご協力の程宜しくお願い致します。財団週間になりましたら、
またご説明したいと思います。
〈米山記念奨学会〉村越幹事代理
塩毛委員長よりお電話いただきまして、
２点お話してほしいとのことでしたのでお
伝えさせていただきます。
今年は２７９０地区で奨学生が２７名いるそうです。我孫子クラブは直近２年続け
て奨学生を受け入れましたので、来年度は受け入れはないとのことです。
米山奨学生というのは、米山梅吉さんという方が始められた日本独自のものだと
いうことを強調されていたとのことです。

閉会の言葉

時間をちょっとオーバーしました。
これで例会を終了したいと思います。

ニコニコＢＯＸ
お名前
村越幹事
佐藤会員
志賀会員
鈴木会員
藤本会員
松本会員
柳田会員

メッセージ
本日 ファイヤーサイド ミーティングよろしくお願いします。
前回休ませていただきました。
久しぶりの出席をさせて頂きました。
研修の話 ありがとうございました。
おーちゃん おめでとう！！
財団への御理解をお願いいたします。
荒井様 おめでとうございます。
当 日 計
今期累計

服部会長

金 額
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
７,０００円
３５８,０８７円

今週の表紙「旧小熊邸」千葉県我孫子市本町3丁目10番
旧 水 戸 街 道 沿いにある、江 戸 時 代の我 孫 子 宿の問 屋 兼 名 主だった小 熊 甚 左 衛 門のお屋 敷です。天 保 2 年
（ 1 8 3 1 年 ）の建 築で、かつての脇 本 陣の姿を偲ばせる重 厚な茅 葺 屋 根です。 寛 文 5 年（ 1 6 6 5 年 ）以 来の
我孫子宿の人別帳、年貢などの古文書を保存しています。杉村楚人冠の湖畔吟社の句会会場でもありまし
た。敷地内は非公開です。

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。

