第２５８６回例会報告議事録
日時 令和元年９月１７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「それでこそロータリー」
ビジター : なし
S . A . A .: 柳田会員

ゲ ス ト : 柏南ＲＣ 大内会員、斉藤会員
		 我孫子市議会議員 西垣一郎様
		 我孫子自主夜間中学あびこプラス・ワン代表 相澤裕寿様
		 我孫子自主夜間中学あびこプラス・ワン事務局長 谷川様

会長挨拶

木村会長
今日は柏南クラブさんから大内会員と齊藤会員、我孫子市議の西垣さんのご
紹介でプラス・ワンという学習支援をされている相澤さんをはじめたくさんのビジ
ターの方がいらっしゃっています。盛り沢山ですが、
よろしくお願いします。
昨日、我孫子広報に我孫子の新米ができましたと載っていました。先日の台風
１５号がもう少し西よりにそれていたら、
この辺の東葛地域もかなり甚大な影響が
出ていたのではないかと思います。停電がメインのニュースになっていますが、農
作物の被害がどれだけなのか報道されていません。
我孫子の新米ができたということで、千葉県のお米の収穫量はどれくらいなのか調べました。全
国で第９位、
３０万トンだそうです。
トップは新潟、
２位が北海道、秋田、山形で、東京より北の方がお
米の収穫量が多いです。
我孫子市は面積の２０％が田んぼで毎年４０００トンのお米を収穫しているそうです。
関西の方はどうかと思い、調べたのですが、関西はお米が取れないです。私の出身地の兵庫県
はお米の収穫量が全国１５位でした。
稲刈りとかお米に関連しますが、古くからの友人が、
ここ３年くらい毎年しめ縄作りに誘ってくれ
て、程よい長さの縄を手に入れるために、稲刈りをした後の農家を尋ねたりしたそうなのですが、稲
刈りした縄では短すぎるらしく、昨年は田んぼを借り、田植えをし、稲刈りをし、
そのわらでしめ縄を
作ったそうです。
この２年間、
「遠慮しとくよ」と断り続けているのですが、今年、誘ってくれたら一緒
に作ってみてもいいかなと思っています。
しめ縄の作り方を覚えたら、皆さんにご披露できたらと思
っています。

ご挨拶

柏南ＲＣ 大内会員

私ども南クラブは１１グループで一番最後のクラブでございますが、
４０周年を
迎えることになりました。何か企画をということで、
クリストファー・ヒンターフーバ
ーさんのピアノ演奏会を１１月１１日に柏アミュゼで行なうことになりました。
今年の納涼例会の時に、程よく酔ったところでガバナー補佐に、演奏会のお話
をしましたら「よし、
３０枚買う」とのことでしたので、今日、
チケットを３０枚持ってき
ました。
クリストファー・ヒンターフーバーさんはウィーン国立音楽大学のピアノの主任教授です。柏南ク
ラブには戸部謹爾さんというお坊さんがいらっしゃいまして、
クラシックに造詣が深く、
その関係の
お友達もいっぱいいらっしゃり、
その関係からクリストファー・ヒンターフーバーさんとつながりができ
ております。
２０１６年５月にアミュゼでコンサートを行なったのですが、我孫子クラブさんの５０周年記念と重な
ってしまい、
５０周年に参加できず申し訳ありませんでした。
クリストファー・ヒンターフーバーさんは毎年８月のお盆の頃に日本の有望な音楽家たちを集め
て、世界の一流の音楽家たちが１０日間合宿する草津音楽祭の中で、
ピアノの教師として招聘さ
れています。
来年はベートーベンの生誕２５０年にあたるそうで、世界各国でいろいろな企画があるそうで、
日
本ではＮＨＫがドキュメントを作成するために１１月８日に招聘して収録するそうです。
１１月１２日に
浜離宮でコンサートをされるそうですが、
１１月１１日にまた柏でやってくださることになりました。
「ピアニスト」という映画があるのですが、彼は指と音楽で出演されています。聴いていただけれ
ばわかると思うのですが、
ものすごい方です。

是非この機会にご家族、
ピアノに興味のある方をお誘いの上、
どうぞ３０名でいらしてください。
９月２０日に地方紙「朝日れすか」に載りますが、
ケニアのストリートチルドレンがとてもひどい状態
なので、音楽を通して学校に行かせる運動を始めました。
１０月１６日から一週間、我々もケニアに行
って、
どういうことができるか探ってきます。その費用もかかるので、
クリストファー・ヒンターフーバ
ーさんの演奏会をチャリティーという形でしようということでございます。
ご清聴ありがとうございました。

我孫子自主夜間中学あびこプラス・ワンについて

我孫子市議会議員 西垣一郎様

本日は貴重なお時間をいただきまして、
ありがとうございます。
個人的なことになりますが、
あびこカッパまつりを立ち上げる際に依田さんと一
緒にこちらの例会にお邪魔させていただきました。皆様方に末永いご支援をいた
だきまして、あびこカッパまつりは１２回も重ねることができ、
この場をお借りしまし
て感謝申し上げます。
本日は我孫子自主夜間中学のご紹介をさせていただければと思います。
そもそも私と、
スタッフの一員である沢辺さんが大学の先輩後輩という仲で、加えて行政が長ら
くこの事業に携わっているので、何か力になれればということでお手伝いをさせて頂いています。
概要としましては、国籍、年齢、障害の有無に関わらず学びたいという方の場を提供することと、
そもそもが生活困窮者の自立支援法に基づいた事業ということで、生活の相談の窓口になってき
た団体です。
どういった活動をしているのかご紹介させていただければと思いますので、
どうぞよろ
しくお願いいたします。

我孫子自主夜間中学あびこプラス・ワンのご紹介

我孫子自主夜間中学あびこプラス・ワン代表 相澤裕寿様

我孫子自主夜間中学あびこプラス・ワンで代表をしております相澤と申します。私が話が下手な
ものですから事務局長の谷川からお話をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
我孫子自主夜間中学あびこプラス・ワン事務局長 谷川様
この９月で満６年活動を続けてきました、我孫子自主夜間中学あびこプラス・
ワンについて概要をお話しさせていただきたいと思います。
子どもから大人まで誰でも学べる、塾や学校と違う環境、学習室作りという
ことで活動してきました。
現在、教室はけやきプラザ、湖北駅前、湖北台の３箇所にあります。スタッフ
は生徒さんに学習指導というよりは見守り、寄り添うような形です。生徒さんは毎週来ているの
は３教室合わせて約２０名、スタッフも約２０名です。
各教室共、年間５０回程、火曜と金曜に開き、年間で約二千人の方に参加してもらっています。
我々スタッフも６年間やっていると、印象に残る生徒さんがいます。生徒さんはいろいろな問題
を抱えて来られています。不登校、引きこもり、中途退学、身障者の方、外国の方、等の方がいら
っしゃいます。
今後の課題として３点程問題があります。
・財政基盤の確立
・賛助会の充実
・スタッフの質量充実 です
最近の問題としては、最近、生徒さんが一時期と比べて減っていることです。
皆さんにぜひご協力いただきたいのは賛助会です。
今、プラス・ワンは、収入は市からの支援と、民間基金の助成金と、２年前に発足した賛助会の３
本柱で立てています。民間基金が制約があり、同じ基金から３年以上続けては受けられない、１
年で使い果たさないといけないとか、継続して運営していきたいプラス・ワンとしては難しいとこ
ろがあります。そこで、賛助会でご協力をいただきたいと思っており、ロータリークラブさんにお
話させていただきました。
ご質問等ございましたら、代表の相澤まで連絡をお願いいたします。お声がかかれば我々が皆
さんのところにお伺いして丁寧におはなしをさせていただきたいと思います。
今日はありがとうございました。

親睦委員会報告

倉持委員長
お休みされていた方のお誕生日のお祝いをしたいと思います。
澁谷会員、
おめでとうございます。
１０月３０日
（水）
の親睦事業の件です。昼間に親睦ゴルフ、夜は湖北のポアロさ
んにて家族親睦夜間例会です。
１８時３０分点鐘になります。
ご家族共にご参加い
ただければと思います。
よろしくお願いします。
澁谷会員より
１９３６年（昭和１１年）
７月１８日生まれでございます。
８３歳です。我孫
子クラブの一番長老は瀧日会員で１９３５年生まれですが、
その次です。
あと何年持つかわからないですけれど、
８０代で引退できればと思って
います。
まあひとつ、
よろしくお願いいたします。

会員増強委員会報告

米田委員長
毎週、皆さんにお願いしているのですが集まりません。会員になってほしいリス
ト至急、皆さん、提出お願いいたします。現在４名しか届いておりません。面識の
ない方でも構いません。
食事中に青年会議所のリーフレットがお手元に渡されたと思うのですが、青年
会議所に入っていただく方を探している訳ではなく、本年度ロータリークラブでも
会員増強のためにリーフレットを作ることになりましたので、
リーフレットの仕上がり
イメージとして皆さんにお渡ししました。
理事会の方でも予算をいただくことになりました。見ていただいて、
ご意見をいただけたらと思い
ますので、
ご協力お願いします。

社会奉仕委員会

依田委員長
先日、我孫子駅発車メロディーの変更を求める署名のお話をさせていただきま
したが、
６０名程集まり、織田君の方にお渡ししました。本日４９名の署名をいただ
きました。ありがとうございます。
３０００名を目標にしています。我孫子駅を利用さ
れている方であれば、我孫子市民でなくてもかまいません。
婚活パーティーの募集が始まっています。先着３０名です。
どうぞよろしくお願い
いたします。

出席委員会報告

堤委員長
出席率６５.６２％

２１名（出席免除者含む）出席（全員で３２名）
業務による欠席が１１名。
業務の為： 小野会員、梶会員、上村英生会員、堤会員、寺井会員、服部会員

上村文明ガバナー補佐

我孫子クラブは柏西クラブと合同の公式訪問例会です。諸岡ガバナーが４５分
くらい前に会場に到着されるそうですので、
９時半頃にお集りいただくようお願い
いたします。
先般、柏西クラブさんに補佐訪問させていただきました。中村パストガバナー
がいらっしゃるところで、議論の活発なクラブです。質疑応答にかなり力が入って
います。我孫子も負けないように是非頑張って欲しいなと思います。宜しくお願い
します。

幹事報告

藤本幹事
・来週はガバナー公式訪問のため、通常例会はございません。
先日、金曜日に仕事で大阪に行きました。
事前に私の名刺を届けたところ、その方がネットで私の名前を検索して、我
孫子ロータリークラブの幹事ということがわかり、初めに会った時に話に上がり
ました。その方が大阪のロータリークラブの方で、同じロータリアンということで
話が盛り上がり、
おかげさまで順調に商談が終わりました。
ロータリーバッジというのは、
日本のみならず世界的にも認知されている団
体だな、
ということで、常にバッジを付けて、
ロータリアンらしき行動を取っていき
たいと思っています。皆さんも同じようにお考えいただければと思います。
この後、商工会で我孫子スポーツ振興応援団の理事会に参加してきます。

閉会の言葉

例会を終了します。点鐘します。

ニコニコＢＯＸ

お名前
柏南ＲＣ
大内様
上村文明
ガバナー補佐
藤本幹事
村越会員

木村会長

メッセージ
今日はコンサートの案内をさせて頂き ありがとうございまし
た。これからもよろしくお願いいたします。

金

額

補佐訪問 無事に終わりました。

１,０００円

澁谷さん、おめでとうございます。
松本会員 時間が押してしまい、すみませんでした。
１０月１日によろしくお願いいたします。
当 日 計
今期累計

１,０００円

１,０００円

１,０００円
４,０００円
１１６,１９２円

今週の表紙「レストラン かじ池亭」千葉県我孫子市日の出1521番地10号
天 王 台 駅から車で約 5 分 、N E C 我 孫 子 工 場の脇にある高 級レストランです。国 道 6 号 沿いの「かあちゃん」
というお店が移転開業して「かじ池亭」になりました。四季折々の豊かな自然を満喫できる広い庭園がありま
す。敷地内にあるかじ池には様々な野鳥が集まり、食後に広い庭を散策することもできます。メニューはあっさ
りした味付けのフレンチが中心で、落ち着いて、ゆっくりと食事をしたい時にぴったりのお店です。

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。

