第２５９２回例会報告議事録
日時 令和元年１１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 .: 柳田会員

会長挨拶

木村会長
川村のこの例会場で例会を行なうのは一ヶ月振りです。
４週間の間にいろいろ
なことがありました。
情報研修会があり、
また即位礼正殿の儀があり、先週は家族例会、
ゴルフ親睦
会、
２１日には地区大会のゴルフがありました。石原会員が準優勝で、瀧日会員が
７位でした。おめでとうございます。ご参加いただいた皆様ありがとうございまし
た。
１ヶ月の中でいろいろな行事があり、今週の土曜日は社会奉仕活動のメインイベント、婚活パー
ティーがございます。
今月のスタートの１１月１日は首里城が燃えている映像が真っ先に飛び込んで来ました。首里城
には一度行ったことがあるのですが、迷路的で、色も特殊で、
日本のお城の中ではちょっと変わった
お城じゃないかなと感じました。それが一瞬で焼け落ちてしまいましたが、
その後の報道を見ている
と日本の国ってすごいなと思ったのは、
クラウドファンディング、ふるさと納税を利用した寄付が４日
間で約３億円近く集まっていました。ネットで簡単にできるそうです。
Ｔポイントでも、
ＪＡＬのマイルも
３０００マイルから寄付できるそうです。送金しなくても今はいろんな形で寄付ができるんだなと思
いました。あと１４８日できるそうです。
台風１５号、
１９号、大雨等の被害があったり、
お見舞金や支援金が必要になっています。協力で
きればと思っています。

親睦委員会報告

服部会員、
お誕生日おめでとうございます。
寺井会員、
ご結婚２０周年、福武会員、
ご結婚１５周年おめでとうございます。

倉持委員長

服部会員より
本日は誕生日のお祝い、皆さん、ありがとうございました。我が家で
は、お父さん、
もうすぐ誕生日ね、
とか、そういう会話は一切ないんです
けれども、
こんなに早く皆さんに祝っていただいて、本当にありがとうご
ざいます。
今月の２７日で７１歳になります。瀧日さんを目標に、
いつまでも元気で
若くいられるように頑張っていきたいと思います。
入会して８年位になり、
クラブの中で中堅位になってきましたが、
なかなか平日休めないので皆さ
んとゴルフとかをする機会もなく、流れ者であちこち転勤してこちらへ来た人間ですので新しい会
員を紹介することもできないのですが、それ以外の分野で皆さんのお役に立てるように頑張って
努力していきたいと思います。今後とも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
寺井会員より
お祝いありがとうございます。上の子が今月で１７になるので、
２０周年
になると思います。なんとか２０年ここまで紆余曲折はないんですけれど
も、一緒にいられているので、何事もないように各方面に気を遣いなが
ら、穏やかに行けたらなと思います。ありがとうございました。

福武会員より
私は１５周年になるのかなと思います。普段からちょっと小言を言われ
ることが多いので、
それが秘訣でもっているのかなと思います。今後もこ
のような関係を続けていけるといいのかなと思っています。今日はありが
とうございました。

出席委員会報告

堤委員長
出席率７８.１２％

２５名（出席免除者含む）出席（全員で３２名）
欠席者が６名
業務の為： 小野会員、梶会員、佐藤雅教会員、関根会員、湯下会員、米田会員

社会奉仕委員会

依田委員長
我孫子駅の発車メロディーの件で、織田君よりメールが届きましたので発表さ
せていただきたいと思います。
「我孫子駅発車メロディー変更案を提案させていただいた東葛高校の織田で
す。
署名の期限だった１０月末時点で署名の合計を算出しましたのでご報告させて
いただきます。
１０月３１日時点で署名数は６０００名という目標を大きく越え、
６９４０名の署名を集めることができ
ました。市役所では１１月末まで、エスパでは再来週まで署名回収箱を設置してくださるとのことで
す。本当に嬉しくて、同時に、
この状況を受け入れられません。
多くの方々のおかげです。多くの署名を集めてくださり本当にありがとうございました。
まだ発車メロディー変更が確定したわけではありませんが、確実に大きな一歩を踏むことができ
ました。
これから市役所の方々等と相談しながら企画を進めてまいりたいと思います。
またご連絡さ
せていただきます。
よろしくお願いします。」

幹事報告

藤本幹事
・来年２月８日
（土）、
９日
（日）
に地区大会が開催されます。事務局からファックス
をお送りしますので、ぜひ皆様のご参加をよろしくお願いします。
・松戸と下総の各自衛隊の協力会の会員募集受理。
・柏南ＲＣのピアノリサイタルのチケットがまだたくさんありますので、是非ご参加
いただければと思います。
・姉妹クラブ、台湾の豊原ＲＣより手紙受理。千葉県の台風被害のお見舞いが
書かれています。
・諸岡ガバナーより台風の被災地支援についての手紙受理。
・来週火曜日は９日
（土）
の婚活パーティーが例会扱いになるので休会。
・本日例会後、理事会がありますので、理事の方はお残りください。

婚活パーティーについて

依田委員長
今週末９日
（土）
の婚活パーティーの打合せをさせて頂きたいと思います。お手
元に簡単な冊子をご用意させて頂きました。
男性が２７名、女性２２名、計４９名の参加で確定しています。
たばこを吸うとか、
お酒を飲むとか、ペットがいるとか、
プロフィールが細かく書
かれています。
まだ完成していませんが、
当日までには完成版ができます。
当日のスケジュールと内容を簡単にご説明いたします。
今回、男性と女性が５名の差がありますので、
お見合い回転寿しは男性が何回か休憩する形に
なります。
前回から少し工夫した点は、会場が広くなっている点です。男性と女性の間に長机を置いて水
等を置いて、
ゆっくり話して頂くことにしました。持ち時間２分でお話ししていただく形になります。
フリータイムは昨年の会場の１階下の３階の部屋になっていて、昨年よりは少し余裕が持てるか
なと思います。テーブルは５つ用意いたします。
フード、
ドリンクはフリーになっています。
入って一番奥の正面が舞台になっていて、会場看板等を置かせて頂きます。
入って左側にフルートとハープの演奏スペースを作ります。
会場レイアウトは昨年を引き継いでいて、大きな変更はありません。
タイムスケジュールです。
会員の皆様は当日１２時集合でお願いいたします。いらした方からお弁当を食べて頂きます。
柏から男性は１３
：
５０、女性は１４
：
１０のお迎えのバスが出ますので、担当の方はこのバスに乗っ
て頂きます。
参加の控え室は女性は３階のシオンという部屋になりますが、男性は２階で受付をして２階ロビ
ーで少し待っていただく形になります。
女性は１階で受付になります。
１階からエレベーターで３階に上がって頂きます。
車で来られた方も、女性は１階に、男性は２階に案内して受付していただく形になります。
時間ぎりぎりに来られる方もいらっしゃいますので、配置について、男女を分けて案内をお願いし
ます。
３時に女性に先に入って頂き、
その後、男性に入って頂きます。昨年と逆になります。
お見合い回転寿しの会場で男女一緒に説明を聞いて頂きます。
４時半から別の会場に移ってフリータイムに入り、最後に投票をして頂き、発表をして、
６時には
終われるようにしたいと思います。
１部の対面式自己紹介は３時から始まり、木村会長に主催者の挨拶をして頂き、私から５分くら
いの主旨説明をさせて頂きます。
対面式自己紹介を２分ずつ７人で１４分やったら５分休憩、
７人やって５分休憩、
７人やって５分休
憩、最後は６人やって投票になります。
今年も名札の中に投票用紙を入れておきます。今年は投票箱を２つ用意して、男女別に回収し
ます。なるべく早く集計して世話人の方にお渡しします。
４時半に対面式自己紹介が終わって投票したらすぐ隣のフリータイムのバッキンガム会場には
入れるようにしておきます。
４時３０分〜４時４５分は自由にしておりますので、
ウェルカムドリンクを飲んでいただいたり、
この
時間もゆっくりフリータイムとして使って頂きたいと思います。
この時間内に集計を終えるようにし
たいと思います。
４時４５分になりましたら乾杯します。
会場に入る時にテーブル番号を引いてもらいますので、
そこで乾杯して頂きます。その前後にわか
り次第、世話人の方は気に入った方の番号をお知らせします。
生演奏の方は、入場のウェルカムの時と、乾杯後のフリータイムの時にお願いします。
５時１０分になりましたらＰＲタイムを行ないたいと思います。
５時３５分を投票の締め切りとさせていただいて、集計しマッチングを確認します。
フリータイムが終り、
５時４５分〜５時５５分でカップルの発表を行ない、
６時に終了します。
我孫子のＰＲのＤＶＤをお借りしましたので、投票後に流したいと思います。
司会は柳田会員と関根会員にお願いいたします。
木村会長は全体管理、藤本幹事は記録係、倉持副委員長は会場セッティングと会場指示、受付
は村越会員、上村会員、松丸さんともう１人の方にお願いいたします。
会場案内の上村英生会員と小野会員には柏駅までバスで行って頂き、企業乗り場のバスの入
口で我孫子ロータリーという看板を持って案内して頂き、
またバスで戻ってきて頂きます。
石原会員は、出演者の打合せと控え、
当日のキュー出しをお願い致します。

服部会員と瀧日会員には集計をお願い致します。
世話人係は、小池会員、寺井会員、
日暮会員、米田会員、梶会員、佐藤会員、福武会員、前田会
員に男性をお願いして、荒井会員、堤会員、古谷野会員、小池会員の奥様、木村会長の奥様に女
性をお願いしたいと思います。世話人の中から、
４箇所（正面入口、裏入口、エレベーター、
１階入
口）
に２名ずつくらい立っていただくようになります。当日までには決めておきます。
当日の服装はいつもの例会の服装で、
ジャケットを脱いで頂き、
ジャンパーか法被を着ていただく
形になります。ネクタイはしましょう。
かじ池亭のお食事券８組分を荒井会員に用意して頂きました。イベントに参加していただいた方
のみご利用可能になっております。
ご結婚の報告を受けたら旅行券をプレゼントする方向で検討中です。
備品リストについてご意見等ありましたらお知らせいただければと思います。
昨年、番号が見えなかったということで問題になりましたので、今年は布製のステッカーにするこ
とにしました。最後に回収しますので持って帰らないようにお願いします。
１１月９日当日、ぜひ皆様のご協力のもと成功させたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いしま
す。

ニコニコＢＯＸ

お名前
メッセージ
木村会長 親睦ゴルフコンペでブービー賞いただきました。
荒井会員 婚活ガンバロウ！
上村英生会員 土曜日よろしくお願いします。
親睦ゴルフ 家族例会お世話になりました。
倉持会員
次回もよろしくお願いします。
服部さん お誕生日おめでとうございます。
小池会員
寺井さん、福武さん、結婚周年記念おめでとうございます。
古谷野会員 婚活パーティー頑張りましょう。
堤会員
婚活パーティー頑張りましょう。
寺井会員 結婚祝ありがとうございます。
服部会員 誕生日のお祝ありがとうございました。
前田会員 婚活パーティーもり上げましょう。
村越会員 父の葬儀の際は皆様にご会葬頂きありがとうございました。
柳田会員 婚活がんばりましょう。
お手伝い
打合せ残金
当 日 計
今期累計

金 額
１,０００円
１,０００円
１,０００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
３５,０００円
４,１００円
５５,１００円
２０２,２９２円

今週の表紙「無量院」千葉県我孫子市青山162番地
国道6号線青山台入口交差点の西500ｍに位置する無量院は、坂道を上りつめた高台にあります。明治の
頃までは本尊が十一面観音で｢青山の十一面さん｣としてご婦人方に人気がありました。中峠龍泉寺の門末
となって以降は不動明王が本尊となっています。
新四国相馬霊場八十八箇所の65番の札所があります。高台から取手市街を望む事ができます。

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。

