第２５８４回例会報告議事録
日時 令和元年９月３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」
ゲ ス ト : 上村文明ガバナー補佐
ビジター : なし
S . A . A .: 柳田会員

会長挨拶

木村会長
カッパまつりの行進に今回初めて参加させていただいて、びっくりしました。出
店や催し物もたくさんあって、
カッパ音頭を踊っている方もたくさんいらっしゃいま
した。家内は最初、行く気がなくて、頼むから来てくれと無理矢理引っ張っていっ
たのですが、踊ってみると非常に楽しくて、来年また絶対参加すると言っていまし
た。今回、孫も娘も参加する予定だったのですが寝てしまい動けないとのことで参
加できませんでした。来年はまた一歳、孫も大きくなるので、人数を増やして参加
したいと思っています。
９月は基本的教育と識字率向上の月間です。私も教育の現場に携わる人間ですので、
日本では
基本的教育と識字率に関してはそんなに低くないと認識しているのですが、最近では格差という
のが徐々に出てきています。親の収入によって格差というのは随分出ています。
教育産業は２０２０年に変革を迎えます。おおまかに言うと大学入試と、小学校も含めた英語教
育の改革が二本柱です。例えば算数も今までは基本的な計算が多かったのですが、文字を読解し
て解く問題が低学年から入ってきます。教育の状況というのが変わってきています。
今日は例会を早めに切り上げて、
クラブ協議会を行ないます。
クラブ協議会というのは、会長が招集する理事、役員、委員長の会合であり、
クラブ運営方針、
委員会活動の決定および報告、
ＲＩおよび地区の方針の報告、地区大会や地区研修協議会、
ＩＭ
の報告、
ガバナー公式訪問および公式訪問直前の報告や協議のために年に数回開催されます。
９月２７日にガバナー公式訪問があるので、その直前に今回開催されます。英語で言うと、
クラ
ブ・アッセンブリーと言うそうです。
どうぞよろしくお願いします。

ご挨拶

上村文明ガバナー補佐
今日がガバナー補佐の訪問の初日で、
これから各クラブを回ってクラブ協議会
を開催していただき、そのクラブの中身をガバナー事務所の方に提出し、それを
基にガバナーが各クラブを訪問し、皆さんとお話をされます。
１１グループにつきましては、柏西と我孫子が合同開催します。その他のクラブ
は単独で開催します。単独の場合は１時間、合同で開催する時は４５分ずつやりま
す。最初、午前中に役員懇談会、次年度のエレクトさんも来て頂いて行ないます。
２クラブの場合には１０時２０分から１１時５分で柏西さん、
１１時１５分から１２時までが我孫子の
役員懇談会、
その後、食事の後に合同例会を行ないます。その後に、
クラブ協議会があります。
クラブ協議会は会長ならびに各委員長さんが話をされます。
第２部で荒井直前会長からクラブの課題と対策等について発表していただきます。一年間会長
をやって、
こういう所がよかった、
こういう所が問題点、
というようなお話をしていただき、
ガバナー
さんに講評していただきます。
最後に質疑応答を行なってしめます。
合同例会の時にガバナーさんの卓話があります。
今日、我孫子クラブのクラブ協議会に私が来訪し、
ガバナー事務所に所定の書類を提出したい
と思います。活動計画書は送ってあります。
どうぞよろしくお願いいたします。

親睦委員会報告

倉持委員長
本日、第一例会ですので、
９月が誕生月の方のお祝いをしたいと思います。
松本会員、
おめでとうございます。

松本会員より
今日は気がつかなくて何も考えを用意していなかったのです
が、再来週、卓話になっておりますので、
そこで具体的にいろい
ろお話しします。
７１歳になりました。気分的には６１か５０代くらいのつもりでい
るのですが、体力が付いていかないです。いろいろとガタが来
るところがありますが、体に気を付けながらロータリーの会員
の一人として頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろし
くお願いいたします。

プログラム委員会報告

村越委員長
来週１０日は外部卓話になります。一昨年度の２７９０地区のガバナーを務めら
れた寺嶋哲生様に「ロータリーとは」という演題で講演していただきます。ぜひ皆
様ご出席の方よろしくお願いします。
松本会員の卓話は１７日になります。
どうぞよろしくお願いします。

ロータリー財団委員会報告

塩毛委員長
１日の日曜日にロータリー財団セミナーに参加して参りました。櫻木英一郎さん
が委員長をされています。
今年度の方針について、地区補助金について、
ロータリー財団への寄付、
グ
ローバル補助金について、奨学生、奨学金の流れ、
ポリオプラスとロータリーカー
ド、平和フェローシップについて、
セミナーがありました。
どうしても寄付という形になってしまいますが、一人当たりの寄付は基本的には

１５０ドルです。
ポリオ根絶のために、
できたら３０ドルお願いしたいとのことです。
補助金をつかった一昨年前の事業の表があります。地区補助金を使っているクラブが全８４
クラブの中で３３クラブあります。
１１グループの中では柏東さんが道の駅しょうなん時計台修復に約２４万円、柏南さんが米山奨
学生および外国人留学生、
日本文化ふれあい交流に約１３万円使っています。
グローバル補助金を使った活動は１０クラブあり、
その中に柏クラブさんが入っていて、実施国が
オーストラリアでグローバル補助金奨学生に対して基本的教育と識字率向上の為に使っています。
我がクラブも寄付だけではなく、補助金を使った社会奉仕活動をするべきかなと感じました。

会員増強委員会報告

米田委員長

土曜日に会員増強セミナーに出席してきました。
新しい会員の方を大切にして、
そこから新しく紹介していただくというのが大事
であり、入会後、
やめてもらわないようなフォローも大切、
というようなお話でした。
会費についてのお話もありました。京都南クラブさんは年会費が９０万円で、
２５０人いらっしゃいます。会場が２５０人マックスだそうで、入りたくて待っているク
ラブもあるというお話もありました。
会員になってほしいリストを今年もお願いします。情報だけを提供していただければ、会員増強委
員会の方で考えて調整していきますので、必ず１人１名は提出していただければと思います。
どうぞ
よろしくお願いいたします。

社会奉仕委員会報告

依田委員長
カッパまつり大行進に参加していただき、ありがとうございました。黄色い法被
が目立って、踊りもきれいに踊っていただき本当にありがとうございました。昨年は
２万５千人くらいの来場者数でしたが、今年は少し増えたようです。
１２回になりま
したが、一番の賑わいになったかなと思います。大行進は５００名、
イベント、
ボラン
ティアを合わせて合計１０００人くらいでした。非常に楽しかったという言葉をいた
だけると、一年間の苦労も吹っ飛ぶかなと思いました。

我孫子と言えばカッパ音頭、
と言われるようにカッパ音頭を普及させて、地域貢献というか、
そう
いうことをしていければと思います。今後ともご協力をよろしくお願いいたします。
昨年度の夜間例会時に高校一年生の織田君という男の子が来てくれましたが、
カッパ音頭や我
孫子市民の歌を我孫子駅の発車メロディにしようということで頑張っています。
カッパまつりでブー
スを設けて署名運動をしたのですが、
ロータリーとしても協力したいと思いますので、各事業所でも
ご賛同して頂ける方がいらっしゃいましたら書いて頂き、次回の例会時にお持ちいただければと思
います。私の方でまとめてロータリーからということで渡したいと思います。
今年度の社会奉仕委員会を昨日、行ないました。婚活事業について、今日の理事会で承認をい
ただいた後に、
チラシを至急作って、来週早々にはお渡し出来ると思いますので、募集していきたい
と思います。

出席委員会報告

堤委員長
出席率８１.２５％

２６名（出席免除者含む）出席（全員で３２名）
業務による欠席が６名。
業務の為： 梶会員、佐藤雅教会員、寺井会員、福武会員、柳田会員、湯下会員

幹事報告

藤本幹事
・８月３０日
（金）の柏西ＲＣ納涼例会に会長とガバナー補佐、補佐幹事と参加し
て参りました。
４つのテストを歌で歌っていて、新鮮に感じました。何か得るものがあると思いま
すので、ぜひ皆さんも他クラブの例会に参加してみてはいかがでしょうか。
・本日、
クラブ協議会がありますので、会長、前会長、各委員長の皆様、発表をよ
ろしくお願いいたします。
９月２７日に公式訪問がありますので、ぜひご出席くだ
さい。
・本日、例会終了後に理事会がありますので理事の方はご出席ください。

閉会の言葉

例会を一旦終了いたします。点鐘します。

ニコニコＢＯＸ

お名前
メッセージ
木村会長 かっぱ祭りおつかれ様でした。
上村英生会員 カッパおつかれ様でした。
第１２あびこカッパまつりが無事終了しました。ありが
依田会員 とうございました。来年は河童音頭練習して参加しま
しょう。
村越会員 カッパまつりお疲れ様でした。
当 日 計
今期累計

木村会長

金 額
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
4,０００円
９６,１９２円

クラブ協議会
今年度の活動計画 木村会長
活動計画書の会長挨拶にも書いてありますが、
ロータリーの礎はつながりで、
ロ
ータリーが発足した時からの基礎となります。
国際ロータリーの会長、
マーク・ダニエル・マローニーさんの年度テーマが「ロー
タリーが世界をつなぐ」です。
我孫子クラブでもつながりを深めていって、
「我孫子クラブを元気にする」をモッ
トーに社会奉仕活動や親睦活動を今までのように継続してまいります。
活動計画としましては、今までロータリーの活動は単年度ということでしたが、歴史あるロータリー
なので、中期的な戦略計画に基づいてクラブを運営し、活性化させたいと思います。会長幹事、次年
度のエレクト会長幹事、
その先のノミニー会長幹事、三代に渡って中期戦略計画委員会で考えたい
と思います。
会員の家族を含めたロータリーの親睦活動を行なってクラブを元気にしていきたいと思います。
２、
３年後には、我孫子クラブが会員数４０人くらいになっていたいなと思いますので会員増強にも力
を入れたいと思います。
地区補助金を使った社会奉仕活動も家族の方も含めて行なっていきたいと思います。
ロータリー財団や、米山奨学会の理念やロータリー活動の基本的なことも理解したいと思います。
クラブ管理運営委員会 村越委員長
活動計画書の３１ページの組織図のように、親睦、出席、
プログラム、研修リーダ
ーを含めてクラブ管理運営委員会とさせていただいています。
クラブを元気にするには、出席率の向上が一番だと考えています。例会の内容を
魅力あるものにすると同時に、食事の時間も有意義な時間にできるように工夫して
いきたいと考えています。
ロータリーの礎である、
つながりを深めていきたいと思っています。
外部卓話を定期的に取り入れて、入会年度の浅いメンバーに昨年も卓話をやっていただきました
が、今年度もよろしくお願いいたします。
会員増強にともない、新入会員に対するロータリーを理解するための研修、
ファイヤーサイドミーテ
ィングをタイムリーに行なっていきたいと思います。
今年はぜひラインを有効に使い出席率の向上につなげていきたいと思っています。今、
３２名中２８
名位がラインに加入していただいています。
親睦委員会 倉持委員長
クラブを元気にするをモットーに、親睦活動を通してクラブの活性化をはかりま
す。例会は友情を深められる機会であり、会員の特権です。会員間の融和する時間
となるよう設営に努めます。
ロータリークラブの活動において、理解し支えてくれている家族に感謝を伝えら
れる親睦事業を企画し、会員間、家族間の絆を深めます。
活動計画としましては、会員の誕生日、結婚記念日のお祝い、夜間親睦例会の開催、会員間、家族
間の絆を深める親睦事業の実施です。
一年間よろしくお願いいたします。
社会奉仕委員会 依田委員長
社会奉仕委員会は、今、地域社会に何が必要かを考え行動することが大切だと
考えます。
昨年、初めての試みとして実施した婚活支援プロジェクトの婚活パーティーを実
施します。男女６７名の参加者を集め、
７組のカップルが成立する等の実績を上げま
した。参加者や紹介者より継続してほしいと熱望されたこともあり、我孫子クラブの
奉仕活動として今年度も開催します。第１１グループの各クラブにも引き続き協力をいただき、
ロータ
リーメンバーの紹介者の条件を付け、信頼のあるロータリーならではの事業にしていきたいと考えて
います。
我孫子市では商業観光発展のために、観光人口の増加を目指しています。手賀沼のほとりに建つ
親水広場が近年、整備され、人気を集めています。地域の観光スポットが一目で分かる観光案内看
板の寄贈と観光ＰＲ活動を行ないます。
手賀沼クリーン事業にも積極的に参加して、
メンバーが自ら汗をかいて地域に奉仕できる活動を
行なっていきます。
（次ページへ続く）

地域のイベントに積極的に参加し、
ロータリーから我孫子をつなげていけるよう社会貢献活動を邁
進していきます。
活動内容としては、婚活支援イベントの開催、親水広場の観光案内看板の設置
（補助金を使って、
３月設置予定）
、手賀沼清掃、
カッパまつりの参加等です。
会員増強委員会 米田委員長
昨年度３名、増員しました。今年度も３名の増員をしようと思っています。
新入会員候補リストを作成し、入会の働きかけをします。各委員会が協力し、入会
してくださった方のロータリーライフを充実させようと考えています。皆様、
ご協力を
お願い致します。

講評 上村文明ガバナー補佐
ありがとうございました。前から我孫子クラブを知っていますが、
だんだん良くなっ
ていくのかなと思っています。
今日はガバナー公式訪問の事前報告書をいただきました。
皆様方、
マイロータリーはのぞいたことがありますでしょうか。
ロータリーについて
の情報がみんなあります。実は、私は開けないでいます。登録して開こうとしたら、工
事中と出てしまいます。私のやり方が悪いのだと思います。
我孫子クラブの案内はファックスです。他のクラブに行くと、
ファックスはもう古いというようなこと
になっています。
ガバナー公式訪問の際は、
ガバナーの卓話が合同例会の時にあります。村岡ガバナーはお話しす
るのが大好きなので、
いろいろお話しになると思います。
今日はありがとうございました。

今週の表紙「中野治房邸」千葉県我孫子市中里48番
で、戦後は湖北村村長も務めました。
「湖北村誌」 の校閲者で、郷土の文化向上に尽くしました。手賀沼の
水生植物ガシヤモクに学名をつけた人でもあります。煉瓦塀は県内で最古の部類の煉瓦建造物で大変貴重
です。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。

