第２５５７回例会報告議事録
日時 ３１年２月５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 : なし
ビジター : なし
S . A . A . : 倉持会員

会長挨拶

荒井会長
姉妹クラブの豊原ＲＣから年賀状が届きましたので、
ご覧になってみてくださ
い。
先週の土曜日、補助金管理セミナーに上村会員、木村会員、依田幹事と参加し
て参りました。
当クラブにとって今、一番重要なのは次年度の地区補助金を使う奉仕プロジェ
クトを何にするかという事だと思います。その参考になると思いますので、前年度
の地区補助金を使った他クラブのプロジェクトを読み上げたいと思います。
市川シビックＲＣ……………小学生の食育を推進する運動
市川南ＲＣ… ………………常夜灯公園の照明灯への時計設置
船橋みなとＲＣ… …………船橋市立宮本中学校 愛のコンサート
船橋西ＲＣ… ………………船橋障がい者支援ソフトボール大会
船橋東ＲＣ… ………………船橋市植栽支援プロジェクト
千葉ＲＣ… …………………千葉市少年少女ミニバスケット ロータリーカップ開催
千葉南ＲＣ… ………………ラオス国 図書館建設支援および寄贈
千葉北ＲＣ… ………………多言語紙芝居の普及
木更津ＲＣ… ………………あけぼの園の利用者と木更津ＲＣとの交流
袖ヶ浦ＲＣ… ………………袖ヶ浦市少年野球連盟にテント寄贈
君津ＲＣ… …………………出前教室
勝浦ＲＣ… …………………バスケットボールダンスを通した地域小学生の健全育成プロジェクト
大原ＲＣ… …………………ＪＲ大原駅前イルミネーション設置事業
大網ＲＣ… …………………大網病院入り口バス停新設工事
東金ＲＣ… …………………カンボジア小学校の屋根修理
茂原ＲＣ… …………………茂原公園の老朽化したベンチの修復修繕
茂原中央ＲＣ… ……………茂原公園運動広場への電波時計設置プロジェクト
銚子ＲＣ… …………………ロータリー憩いの森プロジェクト
八日市場ＲＣ… ……………未来へひらめきを掘り起こすサイエンスショー
佐原香取ＲＣ… ……………プロバスケットボールチームによるバスケットボール教室開催
小見川ＲＣ… ………………ＪＲ小見川駅ロータリー整備プロジェクト
多古ＲＣ… …………………多古町スポーツ少年野球大会の後援およびロータリー杯の寄贈
成田ＲＣ… …………………日本ボーイスカウト成田第一団 広場利用者への衛生支援
成田コスモポリタンＲＣ… …カンボジア助産婦助産師養成支援
柏東ＲＣ… …………………道の駅沼南時計台修復
柏南ＲＣ… …………………米山奨学生および外国人留学生 日本文化ふれあい交流
佐倉ＲＣ… …………………ハッピーカミングフェア
世界女子ソフトボール選手権大会支援および青少年に夢と希望を
習志野中央ＲＣ	����
与えるプロジェクト
松戸中央ＲＣ… ……………地域型小型規模事業家発掘支援フォーラム
野田セントラルＲＣ…………移動車によるロータリー図書館
八千代ＲＣ… ………………夢を持って強くなろう プロ選手、
オリンピック出場選手の講演
千葉東ＲＣ… ………………千葉盲学校で体験学習
以上が前年度の地区補助金を使ったプロジェクトです。
これを参考に早々に決めたいと思いま
すので、
よろしくお願いいたします。

親睦委員会報告

米田会員（代理）
先月、今井会員がお誕生日だったのですがお休みでしたので、本日お祝いした
いと思います。

今井会員より
１月２日が私の誕生日でございます。小さい頃から誕生ケーキを食べ
た事がありません。母親になんで自分だけ誕生ケーキがないのと聞くと、
おまえはいつも全国から祝ってもらっているからいいんだと言われ、一日
の残りのおせちを嫌々ながら食べた思い出があります。
昨今、
７１歳になりましたが、
ここ十数年は箱根でごく一部の人とやって
おります。家族とは別の日にやりますが、箱根での誕生祝いは楽しい思
い出がいっぱいあります。
私の直系の中では一番長生きしております。
これからも長生きをさせていただいて楽しい人生を
送りたいと思います。
今日は誕生日を祝っていただいてありがとうございました。

出席報告

幹事報告

石原副委員長
出席率７２.４１％

２１名（出席免除者含む）出席（全員で２９名）
業務による欠席が８名。
業務の為：堤会員、服部会員、
日暮会員、福武会員、藤本会員、村越会員、
柳田会員、湯下会員

依田幹事

・例会変更のお知らせ
柏西ＲＣ ２月２２日（金）→２月２７日（水）ＩＭに振替
・本日、理事会がございますので、例会終了後、理事の方はお残りください。

ロータリー財団の補助金の件

依田幹事
会長の方から先ほどお話しがありましたが、補足という形でご報告させて頂き
ます。
先週の土曜、千葉の方で補助金管理セミナーに参加し、朝１０時から夕方６時
まで一日かかりました。
ダイナーズクラブとロータリーが提携したそうで、
ダイナーズクラブのロータリ
ーカードというものがあり、使った３％がポリオの募金になるとの事です。会の費用
もカード払いにしてほしいという依頼がありました。財団の寄付金もカードで寄付する事ができるそ
うです。
地区補助金は毎年１０１,４０６ドルなのですが、少しお金が余っているそうで、今年と来年はプラ
ス９,０５５ドルになるそうです。
その中でグローバル補助金と地区補助金を出していくそうです。
グローバル補助金の方がハードルが高く、
なかなか申請がないそうなのですが、
できるだけ取り
組んで頂きたいとの事です。
例として、
スリランカに中古の自転車を寄贈するという活動や、
スリランカの子ども達に図書館
を寄贈するプロジェクトがあるそうです。
地区補助金は昨年も多く申請がありましたが、千葉はまだ少ないとの事です。本年の３月３１日ま
でに受けたものが７月以降に使えるそうです。一回使うと同じ事業では５年は使えないそうです。
我孫子市長から双眼鏡をもう１台と依頼がありましたが、
５年たたなければ同じ事に補助金は使え
ないそうです。
（次ページへ続く）

お祭りの協賛等には使えないそうです。双眼鏡やベンチに寄付をしたら、
クリーン作戦等で補助
金を使う事もできます。その際の食事代やお弁当代も、豪華なものでなければ含めて構わないそう
です。
地区補助金留学生というものがあり、
４万ドル
（４００万円）
の支援が受けられるそうです。
２月１日
からの募集で３月１５日が締め切りだそうで、学生からクラブに問い合わせがあったら、地区に留学
生を推薦します。
要件として６つあるそうです。
①平和と紛争予防に関する事。 ④母子の健康。
②病気予防と治療。
⑤基本的教育と識字率向上。
③水と衛生。
⑥経済と地域社会の発展。
この６つの事項にあてはまる事を学ぶ留学生がいたら、推薦し、支援する事ができます。
近くのクラブでは、松戸東ＲＣ、千葉ＲＣ、柏ＲＣはグローバル補助金の奨学生を出しています。
今年ロータリー財団ハンドブックを作ったそうで、
３冊ありますので、
ご興味ある方はご覧になっ
て、補助金申請を行なってください。

一言卓話

鈴木会員
私の尊敬する倉持会員に使命されたので、断りようがないのでお話しさせて頂き
ます。
本当に倉持会員は、
自分が飲んだり食べたりするのを横に置いといて、人の世話ば
っかりしているその姿に僕はいつも憧れというか、尊敬というか、すごいなと感じてい
ます。あなたの生い立ちをいつかゆっくり聞きたいなと思っています。どういう教育を
受けたのか、幼児教育に携わる者として、
こういう人になるにはどういう幼児期を過
ごさなければいけないのか、
という話しです。
倉持会員を見ていると、喜びながらしている。いやいやする事と、喜びながらする事は訳が違いま
す。人間はこうありたいな、
という事をいつも教わります。
養老孟司さんという方が、人というのは、頭で考える意識より感性が大切であり、
これをやりたいとい
う思いが核になるそうです。
子ども達が嬉々とするのは、やらされている事ではなく、やりたいという遊びをどんどんやっている時
に本当にパワフルですごいな、将来楽しみだなという思いに至る事があります。
そういう意味で、倉持さんも他のロータリアンの皆さんもそれぞれ素敵なものがいっぱいあります。
地区補助金の事が出ましたが、与えられたものをやるというより、歴史をひもとく事が大事かなと思
います。
我孫子ロータリーは星野邦夫先生、井上先生を中心にマッチンググラント、同額補助金を使って医
療奉仕であるとか、学校建築へのサポートをしてきた歴史があります。
２０年前、私がロータリーに入ったばかりの時に、
スリランカに行かせて頂きました。そこで得たものは
いっぱいあります。
先輩がされてきた事の価値、中身について、機会があればお話しします。皆さんもいつか目の当たり
にする事ができたらいいなと思います。
そういう歴史ある我孫子ロータリーのとても素晴らしい遺産を考えながら、何ができるんだろうと、
自
分が肌で感じて、
自分でニュースソースを得て、心が動いて、何かをしようという話になればとっても素
敵かなと思っています。
最近は朝のニュースを見ても、親が子どもを殺しただの、強姦しただの、バッドニュースばかりで、世
の中がちょっと完全に歯車が狂ってきているなと思います。
いつかの障がい者の殺傷事件の中で、役に立たない人達は殺した方がいいんだという発想が犯人
の中にありました。
うちでも障がいを持ったお子さんを預かっていますが、障がいを持ったお子さんを持
った親御さんというのは本当に子ども達を宝物のようにかわいがります。愛します。そういう人に出会っ
た時に私は何ができるんだろう、
なんとかしてあげたいと思います。
なんとかしてあげたいという思いがロータリークラブのギアだと思います。なんとかしたくて、皆で手
を組んで、歯車が噛み合って何か奉仕をする事ができたらいいなと思います。
３月に話をせいと言われてますので、
ロータリー歴が長い瀧日先輩や他の方々の、私の感じた我孫子
ロータリークラブ、私の好きなロータリークラブ、そんな話をそれぞれ少しずつ話して、新しい会員の皆
さんの力になる種を蒔けたらいいなと思っています。
ありがとうございました。

閉会の言葉

鈴木会員、一言卓話をありがとうございました。
これで例会を閉会いたします。

ニコニコＢＯＸ
お名前
今井会員

メッセージ
誕生日を祝っていただきありがとうございます。
奉仕プロジェクト・財団委員会、
上村会員
集まり参加ありがとうございました。
佐藤雅教会員 雪、雨が無く暖かい冬です。
鈴木会員 ひと言卓話をさせていただきました。
１月２９日親睦ゴルフ ニアピン賞該当なし

荒井会長

金 額
１,０００円
１,０００円

当 日 計
今期累計

１,０００円
１,０００円
１,０００円
５,０００円
１９４,６５０円

今週の表紙「正泉寺」千葉県我孫子市湖北台9丁目12番地36号
正泉寺は、弘長3年（1263年）、北条時頼の娘桐姫（法性尼）の開基と伝えられています。江戸時代以降、女
人成仏の霊場として信仰を集めました。寺内にある女人成仏血盆出現図等の資料は近世の民間信仰を明ら
かにするものとして貴重です。
境内には、四国相馬霊場73番礼所があります。版木類一式が平成10年に千葉県の文化財（有形民俗文化
財）に指定されました。

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。

