第２５３０回例会報告議事録
日時 ３０年７月２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 : 堤 信二 様（京葉銀行湖北台支店長）
ビジター : なし
S . A . A . : 倉持会員

ご挨拶

伊東会員より
去る６月２７日の弊行の人事異動で辞令がありまして、湖北台の方から千葉市
内の稲毛支店に移動することになりました。
ロータリー活動を２年間、皆様にはい
ろいろご指導いただきまして、本当にありがとうございました。新しい店でもロータ
リーに加盟しているとのことですので、
そちらの方でまた皆様とお会いできること
を楽しみに、次の店で頑張っていきたいと思っています。ありがとうございました。

ご挨拶

京葉銀行 湖北台支店長 堤 信二 様
伊東の方から引き継ぎました堤信二と申します。
ロータリーに入るのは初めて
で、皆様のお力添えを得まして、一生懸命頑張っていきたいと思っていますので、
よろしくお願いしたいと思います。
住まいは四街道で、年齢は５６才です。
まだまだ働き盛りですので、皆様と一緒
に頑張っていきたいと思います。
よろしくお願いします。

会長挨拶

荒井会長

今年度初めての例会です。
今 年 度 の国 際ロータリーのバリー・ラシン会 長 のテーマは「 B E T H E
INSPIRATION インスピレーションになろう」です。
これはバリー・ラシンさんの
意味合いで言いますと、可能性を指し示し、意欲を引き出し、行動を通じて世界に
貢献しよう。
ガバナー界での通訳例ですと、行動を起こす意欲を喚起しよう、呼び起こそう、
ということです。
２７９０地区の橋岡久太郎ガバナーの行動指針は「伝統と未来 ～誇りと連帯感～」です。伝統
とは余年におよぶロータリーの歴史と「４つのテスト」であり、未来とは、間もなく訪れる「レガシー・
ポリオゼロ」宣言である、
ということです。
これを肝に銘じて一年間がんばっていただければと思い
ます。
今月から例会のスケジュールが変わりまして、毎月の最終例会は親睦夜間家族例会になります。
親睦を深めるということが目的ですが、
それだけではなく、
ロータリーのアイディアを出し合ったり、
今回、社会奉仕事業として考えている婚活事業を計画する中で、話し合っていければと思います。
今日の理事会で村越委員長を実行委員長として、実行委員会を立ち上げようと思っております。
福武親睦委員長がざっくりとしたパンフレットを作ってきてくださっているのですが、
これをたたき台
にして、
これからシステムやイベントの内容等、考えて行きたいと思います。
我孫子ロータリークラブ全員参加ということで皆様、
お願い致します。
先週、依田幹事と私とで我孫子市長の星野さんの方に訪問してきました。婚活事業の件も、非
常に前向きに協力してくださるとのことで、
当日もスケジュールが合えばお手伝いに来ていただける
とのことでした。
我孫子市さんの方で何か要望はないか尋ねたところ、水の館の展望台にもう一台双眼鏡を寄付
してもらえないかとのことでした。今の双眼鏡は南西の方に向いているのですが、南東の方が見れ
るものを寄付していただけるとありがたいとのことでした。検討課題だと思っております。
そんな訳で一年間がんばっていこうと思っております。
どうぞ皆さん、
よろしくお願いします。あり
がとうございました。

親睦委員会報告

福武委員長
今月はお誕生祝いの方が３名いらっしゃいます。志賀会員、木村会員、澁谷会
員、
おめでとうございます。
今年度より、毎月、最終例会は交流を深める為に夜間例会を外部で行わせて
頂く予定です。場所はプレッツァとポアロで、交互に開催できればと考えておりま
す。宜しくお願いいたします。

木村会員より
ありがとうございます。
７月１４日が誕生日で１０日くらい先なので実
感がありませんが、今月の日程が流れてきた時に私の名前が入ってい
て、誕生月なんだなと感じました。
昨年、
この席でお話ししたことを思い出してみると、
１８、
２８、
３８、
４８、
５８と８がつく年が転機というか節目の年だったのですが、去年は腰の
手術をして一年間長引いた状況でした。
５９になるこの年は、干支が一
周する年までの残りの一年でいろんなことを集大成したいなと思っています。来年は会長として、
この席に立っていないといけないので、
ロータリーも含め、仕事も自分の生活も含め、今年は充実
した一年にして６０歳を迎えて、隠居できれば隠居したいなと思っています。
今日はありがとうございました。

出席報告

関根会員（代理）

１７名出席（全員で２７名） 出席率６２.９６％
欠席者が１０名。
業務の為：石原会員、上村会員、佐藤会員、藤本会員、柳田会員

クラブ管理運営委員会報告

木村委員長

クラブ管理運営委員会、委員長の木村です。
プログラム委員長ということで、今年の卓話や例会運営をどうするかを、会長と
ＳＡＡの倉持会員と話をしました。主旨としては「会員同士の親睦を通して相互の
信頼を深め、世代を超えた友情が強くなる例会を実施したい」と会長が活動報告
書にも書かれています。
会員同士の会話ができるように、席も今までと形を変えてみました。例会に来て
一言もしゃべらずに帰ることがないように、食事の時からこういう形にしたいと思います。
卓話は毎月、
どこの週でもかまわないので、
月担当ということで１人の方にやっていただくことにし
たいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

社会奉仕委員会報告

村越委員長
本年度、社会奉仕事業として婚活パーティーをやることになりました。
今、地域の問題として、我孫子市でも少子高齢化、人口減少問題は本当に深刻
な状況にあります。
我孫子市は昨年一年間で生まれた子どもは８００人で、亡くなられた方が１２００
人で４００人の自然減です。
少子高齢化対策といたしまして、
１つでも多くのカップルを成立させて、我孫子
に住んでいただいて、
セクハラになってしまうかもしれないのですが、
１人でも多くの子どもを産んで
ほしいということで、今年は大々的に婚活パーティーをやりたいと思います。
１１月１０日
（土）
の開催予定日に向けて、実行委員会を立ち上げ、準備を進めていきたいと思いま
す。
どうぞご協力の方をよろしくお願いいたします。

会員増強委員会報告

小池委員長
今年、
３回目の増強委員長に任命されました小池です。
皆様のおかげで少しずつ会員が増え、今期はスタートが２６名となりました。前
年度２７名でしたが、残念なことに高島会員が退会されて２６名になりました。
今年は活動計画としては３名増やすことをうたっております。
まだ理事会を通っ
ておりませんが、入会の申請を出された方が２名いらっしゃいます。
昔いらした井上先生の「やりたい人がやりたい時にやれるだけやればいい」とい
う言葉を思い出しました。
この一年、皆様のご協力をどうぞ宜しくお願いいたします。

ご挨拶

倉持 S.A.A.
本年度Ｓ.Ａ.Ａ.を仰せつかりました倉持です。荒井会長の元、一年間勉強させ
ていただきます。不慣れな進行になると思いますが、皆様にはご指導ご協力の程
よろしくお願いいたします。

幹事報告

依田幹事
本年度、幹事を仰せつかりました依田です。一年間、荒井会長の言葉を実現さ
せるように、影で支えながら、クラブを守って行きたいと思います。ぜひ皆様もご協
力していただき、楽しいクラブにしていきたいと思っております。よろしくお願いい
たします。
本日は理事会があります。
年間スケジュールを確認させていただきます。
黄色い色がついているところは、ここ川村学園で行う例会です。
今年度より、最終例会を夜間例会という形にしたいと思います。
７月３１日（火）藤ヶ谷カントリークラブで懇親ゴルフ。我孫子のプレッツァにて夜間例会。
８月７日（火）クラブ協議会。ガバナー補佐訪問。
８月１４日（火）休会。
８月２４日（金）ガバナー公式訪問。クレストホテルにて柏西ＲＣとの合同例会。
８月２５日（土）あびこカッパまつり大行進に参加。うなぎのおがわさんにて夜間例会。
９月２５日（火）藤ヶ谷カントリークラブで懇親ゴルフ。湖北のポアロにて夜間例会。
１０月１７日（水）情報研究会に変更。
１０月２８日（日）幕張にて地区大会。
１０月３０日（火）休会。
１１月１０日（土）親水広場とクレストにて婚活パーティー（社会奉仕事業）
１１月２７日（火）取手国際ゴルフにて懇親ゴルフ。我孫子のプレッツァにて夜間例会。
１２月２６日（水）湖北のポアロにて夜間例会。
２０１９年１月１日（火）休会。
１月８日（火）角松さんにて新年例会。
１月１５日（火）理事会。
１月２９日（火）藤ヶ谷カントリークラブで懇親ゴルフ。夜間例会。
２月２７日（水）
ＩＭ。
３月１２日（火）川村学園でセンター試験が行われる為、会場未定。
３月２６日（火）藤ヶ谷カントリークラブで懇親ゴルフ。夜間例会。
（親水広場かどこかで観桜例会を検討中）
４月２４日（水）合同例会。
４月３０日（火）湖北のポアロにて夜間例会。
５月２０日（月）久能カントリーにて地区ゴルフ。
５月２８日（火）我孫子ゴルフにて懇親ゴルフ。角松にて夜間例会。
６月２５日（火）新旧交代式（夜間例会）
一年間の流れはこのようなスケジュールとなっておりますので、手帳に予定を記入していただい
て、楽しく参加していただければと思います。
最終例会の懇親例会に、新入会員候補の方を呼んでいただいて、お仲間になっていただければ
と思います。よろしくお願いいたします。

閉会の言葉

荒井会長

例会を閉会いたします。

ニコニコＢＯＸ
お名前
荒井会長
依田幹事
伊東会員
木村会員
倉持会員
小池会員
鈴木会員
寺井会員
服部会員
村越会員
前田会員
米田会員
打合せ残金

メッセージ
１年間よろしくお願い致します。
１年間宜しくお願いします。
２年間お世話になり、ありがとうございました。
荒井年度スタート がんばって下さい
１年間よろしくお願いします。
荒井会長、依田幹事、１年間よろしくお願いします。
荒井年度スタートおめでとうございます。
一年間宜しくお願い致します。
荒井会長１年間よろしくお願いします。
荒井会長１年間がんばって下さい。
新年度よろしくお願いします。
荒井会長おめでとうございます。
当 日 計
今期累計

金 額
３,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
５,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,６５０円
１９,６５０円
１９,６５０円

今週の表紙「日秀観音」千葉県我孫子市日秀90番地
正式名は慈愍山（じみんざん）観音寺という曹洞宗のお寺です。平将門の守り本尊と伝えられる聖観世音菩
薩が安置されています。 承平2年（932年）将門はこの地に石井戸を開き、近くに観音像を祀り、武運長久を
祈願したと言われています。境内にある首曲地蔵は、平将門の調伏を祈願した成田不動尊を嫌い成田山に
そっぽを向いているという珍しいお地蔵様です。
境内に新四国相馬霊場29番札所があります。

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。

