第２５３８回例会報告議事録
日時 ３０年９月４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 : 我孫子市役所 商業観光課
		 磯貝課長
		 奈良様
		 小島様
ビジター : なし
S . A . A . : 米田会員（代理）

会長挨拶

荒井会長
ここでの例会は約一ヶ月振りです。
８月の第二例会はお盆休みでした。
第三回例会は振替でガバナー公式訪問及びクラブ協議会でした。我クラブか
らは社会奉仕委員長、親睦委員長、会員増強委員長、
クラブ管理運営委員長、研
修委員長が出席してくださり、活動計画を発表してくださいました。ありがとうござ
いました。
ガバナーの方から非常に前向きなクラブとお褒めの言葉を頂きました。
ガバナーの方から、若手会員をもっと増やしてください、
ロータリー財団、米山、
ポリオへの寄付を
できるだけお願いしたい、
１０月の地区大会を楽しんでいただきたい、
６月のハンブルグでの国際大
会にもできれば来ていただきたい、
とのことでした。
第四例会は２５日
（土）の手賀沼のカッパまつりに振替になりました。大行進にクラブとして１１名
で参加しました。暑い中、汗びっしょりになりながら一生懸命踊っていただきました。ギャラリー側に
今井先生が入ってくださり、写真や動画をたくさん撮ってくださいました。
メイン会場に入って行くと
参加団体がアナウンスで紹介されるのですが、依田幹事が我孫子ロータリークラブのことを
通常の団体の３倍くらい長い時間で紹介してくださり、婚活パーティーのことも細かく説明、
ＰＲして
くださいました。
よい広報活動になりました。ありがとうございました。
婚活パーティーについて実行委員会の方で詰めているのですが、今日の例会後にも打ち合せを
します。来週の卓話の時間に、皆さんの意見やアイディアをもっともっと出していただいて、
それをま
とめた上で方向性を決めて行こうかなと実行委員長がおっしゃっていました。
どうか皆様、
ご協力の
方をよろしくお願いいたします。

ジャパン バード フェスティバルについて

我孫子市役所 商業観光課 磯貝課長
貴重なお時間を割いていただきまして、ありがとうございます。この４月に商業
観光課の課長に移動になりました。
商業観光課というのは本当にいろいろな仕事をしていまして、名刺ももう４００枚
くらい配らせていただいていますが、皆様方のような地元の方々のおかげで成り
立っているんだなと感じています。
毎年お願いしているのですが、
ジャパン バード フェスティバルという世界でたった１つの鳥の祭
典への共催のお願いをさせていただくために今回お邪魔いたしました。主旨をご理解いただくため
に担当の奈良の方から説明させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

本日のゲスト：我孫子市役所 商業観光課
小島様 磯貝課長 奈良様

我孫子市役所 商業観光課 奈良様
改めましてこの度はお時間いただきまして、
ありがとうございます。
イベントの概要としては、本年は１１月３日
（土）、
４日
（日）の２日間、我孫子市を
上げて開催いたします。来場者数としては例年３、
４万人で、市内では手賀沼花火
大会に次いでの大きなイベントになっています。海外の方からも来場いただく国際
的なイベントになっております。
皆様の方には昨年度の実施報告書と本年度の事業計画書、予算書と実行委員会の規約を同
封させていただきましたので、改めてお目通しいただければと思います。
ご質問等ありましたらお問い合わせいただければと思います。本日はありがとうございました。

親睦委員会報告
福武委員長
佐藤会員、松本会員、
お誕生月おめでとうございます。本日、佐藤会員はお休みのため松本会員
だけお祝いさせていただきます。
小池会員、結婚３５周年、
おめでとうございます。
9月２５日は日中はゴルフクラブ竜ヶ崎で９時半スタートで親睦ゴルフです。場所が変更になりまし
た。夜間例会はポアロにて１８時半点鐘で行います。
松本会員より
お祝いありがとうございます。今年で７０才でございます。いわゆ
る団塊の世代です。
今回、台風が来ていますが、台風が東京に来た日に生まれたの
で、台風が来ると妙にはしゃいでいる人間が一人いると笑われま
す。台風で大変な被害が出るので静かにしていないといけないの
ですが、元気にやっていますので、今後もよろしくどうぞお願い致し
ます。
小池会員より
ありがとうございます。昭和５８年９月３日に結婚しました。昨日は
二人で柏にお祝いに行ったのですが、特に感謝の言葉も述べず
に、
ゴルフや孫の話をしたりしました。
この頃、結婚した当時のことをよく思い出します。私は２２才の時
に、家内のお腹の中に子どもを持ちまして、学生の身分にして籍を
入れました。学校を卒業して就職するまで５ヶ月くらい、
アルバイトを
しながらつないでいました。
今思えば、将来性の担保もない私とよく結婚してくれたなと今更ながら特に感じます。
家内は１７、
８年前に会社に入社して、私を陰ながら支えてくれています。今では常務という立場
で会社を引っ張ってくれていると思います。
最近は家内とゴルフをするようになりました。
うちの女房はどちらかというと運動は得意ではなく、
絵を見たり何かを作ったりするのが好きなのですが、
どうしても私がゴルフの方に連れて行ってしま
います。来週も二人で一泊で行ってきます。そんな風なライフスタイルで今やっています。
うちの家族や、公私共々お世話になっている皆様に非常に感謝しています。
これからは女房とけんかせずに、仲良く暮らして行きたいと思っています。
これからも見守ってくだ
さい。

出席報告

石原会員（代理）

２２名出席（全員で２９名） 出席率７５.８６％
欠席者が７名。
業務のため欠席：今井会員、上村会員、倉持会員、佐藤会員、塩毛会員、
日暮会員、柳田会員

社会奉仕委員会 兼 婚活支援事業特別委員会報告

村越委員長
先月８月２５日のカッパまつりには総勢１１名で参加させていただきました。ありが
とうございました。お揃いの黄色い法被を着て我孫子ロータリークラブを存分にＰ
Ｒさせていただきました。
婚活支援事業の件ですが、先週の実行委員会で内容の方を変更させていただ
くことになりました。
ひとつは朝９時集合で夕方６時までだったのですが、拘束時間が長いというこ
とと、間延びしてしまうだろうということで、午後に集合していただいて６時までということになりまし
た。
場所は親水広場を考えていましたが、雨天の場合の対応やバスでの移動等の問題を考え、
ハー
ト柏 迎賓館の方で行いたいと思います。石原会員に音楽を提供していただいたり、楽しんでいただ
けたらと考えています。
会長幹事で１１グループの４クラブを回らせていただきました。回ったときの反応は大変よいので
すが、実際のファックスがあまり届いておりません。我孫子クラブの皆様もまだファックスを送ってい
ただけていない方は、
ある程度の人数を読みたいのでファックスの方をよろしくお願いいたします。

ロータリー財団について

松本委員長
９月１日のセミナーに参加して参りました。そのご報告と感想を述べたいと思い
ます。
ＲＩ、国際ロータリーというのは皆さんご存知で、我々は国際ロータリーの一員だ
ということはわかっていらっしゃると思います。
財団というのは何なのか。
これはわかりにくい。
まず寄付、
という話になります。
２７９０地区は４７都道府県、
日本全国の中で２年前はワースト１位でした。昨年は
ワースト２位でした。
我孫子クラブはその２７９０地区の中で以前は寄付の額がビリでした。なぜかというと志賀さんや
諸先輩方はスリランカ等のアジアに直接行って活動していらっしゃったからです。今は活動しており
ませんので、財団を通して皆さん方の大切なお金を寄付していただければ、
と思います。
ひとつはポリオ
（小児まひ）撲滅のために使われます。かつて数百万の子ども達がポリオになって
いましたが、今はアフガニスタンとパキスタンでしか発症していません。
ロータリーの成果だと私は
思っています。アフガニスタンとパキスタンでまだ残っているのは内戦のためです。
二つ目は大上段になってしまいますが、紛争をふせぐ、
ということです。私は戦後生まれですが、
日本は平和な社会を作って来れました。
これは紛争に巻き込まれなかったからです。
もうひとつは飢餓の問題です。
日本は逆に肥満だったり、食事が余ったりしています。世界は違い
ます。
我々が直接海外に行って井戸を掘るとか学校を作るとかできないかもしれませんが、国際ロータ
リーの財団に寄付することによって、
その半分はそういう所にお金が流れているということを理解
していただきたいと思います。
寄付の半分は地区補助金という形で各クラブの社会奉仕活動に使われます。
図々しいお願いですが、
お一人１万５千円くらい寄付していただければありがたいと思います。
１０月にご協力いただくようにお願いすると思います。その時はよろしくどうぞお願い致します。

会員増強維持拡大セミナー報告

小池委員長

先ほどはありがとうございました。
２５日の午後、
カッパまつりの日に会員増強維持拡大セミナーに行って参りまし
た。
銚子クラブのパスト会長、信太秀紀さんという方が迫力ある講演をしてくださっ
た後、
テーブルディスカッションを３０分くらい行いました。
会員の目標人数、現状人数等の話しをしたのですが、同じテーブルだった佐原
香取クラブさんはずっと２５名くらいだそうです。
これ以上増やさなくてよいというのがクラブの皆さ
んの総意だそうです。場所によっては１００名を目指している所もありました。我孫子は私が勝手に
判断して３５名くらいがいいと話しました。それぞれのスタイルがあっていいのかなと思いました。あ
まり少なくても困るし、多すぎてまとまりがなくなるのも困るし、我孫子として、今期の終りくらいには
会長から、
これくらいの人数にしようよと出してもらえると非常にありがたいと思います。

８月が会員増強月間だったのですが、皆さんに会員増強のお願いをしたいと思います。例年やっ
ていますが、会員になってほしいリストの提出をお願い致します。
入会３〜５年くらいの方はロータリーの主旨もわかるし、
ネットワークも新しい方をご存知なので、
一番よいかと思います。
今現在２９名です。
３５名くらいを目指したいと思っています。
このリストは、入会してほしい方の名前を勝手に書いてください。
ご本人の意志は全く関係なく、
この人だったらいいよね、
という井戸端会議的に書いていただければと思います。記入された方は
自分で勧誘する必要もありません。できたら１０月中には提出をお願い致します。
書かれた方のお名前は例会の中で発表します。
この人はどうかな、
という方がいれば増強委員
の私、米田会員、会長幹事にお知らせください。
会員増強会議のメンバーは理事会のメンバーで構成させていただき、理事会の元に承認を取ら
せていただきます。実際に勧誘するかどうかは会員増強会議で決めさせていただきます。
情報を持っていらっしゃる金融機関の方もどうぞよろしくお願いいたします。
若い方、女性の方に是非入っていただきたいと思います。

幹事報告

依田幹事
・１０月２７日（土）、２８日（日）に地区大会が行われます。２８日（日）にはバスを
出しますので、是非全員参加でお願い致します。
記念講演は菊の井という料亭の社長でいらっしゃる村田吉弘さんという方で
す。最高のお昼を出しますよとガバナーが話されていました。
・本日、理事会があります。理事の方はお残りください。

閉会の言葉

荒井会長

本日はロータリー財団のわかりやすい説明をありがとうございました。例会を閉会いたします。

ニコニコＢＯＸ
お名前
荒井会長
小池会員
藤本会員
松本会員
村越会員

メッセージ
本社竣工しました。ありがとうございます。
結婚祝いを頂きました。ありがとうございます。
佐藤会員、松本会員、小池会員、
おめでとうございます。
誕生祝い ありがとうございました。
誕生祝い ありがとうございました。
当 日 計
今期累計

金 額
５,０００円
５,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１３,０００円
８９,６５０円

今週の表紙「春日や」千葉県我孫子市我孫子4丁目38番20号
1963年の創業以来、様々な銘酒、厳選ワイン、オリジナル本格芋焼酎まで幅広い種類の銘酒と健康食品等
を取り扱っている酒 屋さんです。1 9 8 3 年には優良経 営 食 料 品 小 売 店 全 国コンクールにおいて農 林 水 産 大
臣賞を受賞しました。品揃え、品質管理、接客すべてにおいて定評のあるお店です。会員制の地酒愛好会で
ある「かすが会」は2008年に創立30周年を迎えました。

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。

