第２５９５回例会報告議事録
日時 令和元年１１月２６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

会長挨拶

ロータリーソング「手に手つないで」
ゲ ス ト : なし
ビジター : なし
S . A . A .: 柳田会員
木村会長

１１月も最終例会となり、今年も残すところ一ヶ月となりました。
２日前の新聞に織田君が駅メロの署名活動をしている記事が載っていました。

昨年もこの時期に一口卓話でお話ししたのですが、
その年をイメージする漢字
一字を公募して毎年１２月に決めていて、昨年の漢字は「災」でした。
「今年の漢
字」というのは１９９５年から始まっているのですが、
この２０年で「災」は２回、
「金」
は３回選ばれています。
今年の漢字を考えてみたのですが、考えてみると千葉県は台風の災害に３回襲われたので
「災」が思い浮かびます。令和の「令」という字も思い浮かんだので、
「令」に投票しました。いい
字一字ということで１２月１２日に清水寺の舞台の上で今年の漢字が発表されます。皆さんも、今
年はどんな一年だったかなと思い返してみられるのもいいんじゃないかなと思います。

親睦委員会報告

倉持委員長

特にございません。

出席委員会報告

２４名（出席免除者含む）出席（全員で３２名）
欠席者が８名

出席率７５.００％

寺井会員（代理）

奉仕プロジェクト委員会報告

依田委員長
お手元に資料をお配りしました。先日、
１２名の委員の方が出席されて婚活パー
ティーの反省会を行ないました。決算報告もさせていただきます。
４組のカップルがお食事の予約を入れてくださっているそうです。
婚活パーティーの意見と感想です。

参加者の感想です。
・フリータイムのくじ引きのテーブル分けはよかった。
・対面式トーク時間が２分では短いと感じた。
・対面式トークの際の休憩のご案内がわかりずらかった。
・フリータイム時に何かゲーム的な催しがあれば、
うまい具合に男女がシャッフルされ、
いろいろ方
と話す機会ができるのかなと感じた。
・男女共に最初のテーブルからあまり移動していなかった。
・女性が１人になっているのを見た。
・自己紹介タイムは男性は移動するので、
グラスの水ではなくペットボトルの水がよかった。
・フリータイムの会場にも椅子を用意してほしい。
・親に行けと言われて来た人で、本人にその気がない人が混じっていた。

委員会でいただいた意見です。
・広報で一般に声をかけて、
ロータリーでフィルターをかけるというのは問題が出てくると思う。人
柄を知り、推薦できる方だけをお誘いしたい。
・人数が集まらない場合はやらなくてもよいのではないかと思う。
・開催日を翌日と勘違いされていて欠席された女性がいらした。推薦者の方も日にちを間違えて
いた。
（リマインダーメールは木曜日の夜に送っていた。）
・２名が途中で帰ってしまった。
・高齢の女性の方がかわいそうだった。参加者の意志確認をしっかり取るのがよいと思う。
・我孫子クラブだけでもできるのではないか。予算をかけてまでどうかと思う。
・参加者の人数集めのためだけにやってる感があった。
・１部のお見合いの時間が短かった。
・カップルのその後を追った方がよい。その場しのぎのカップルがいたのではないかと思った。
・参加者が中身を理解していなかった。
・ひとりでぽつんとなっている人がいた。
・やるのなら予算をかけてでも３年はやった方がいい。
・他クラブの理解度が低かった。
・スタートが遅かったが、
アンケート集計がよかった。
・時間を長くするのは反対。
・少子化対策を目的にするのなら、年齢も考えた方がよい。
・お願いされて参加した人もいたのではないか。
・メンバーが頑張っているのに、参加者とのギャップを感じた。
・ドリンクを作っている従業員の方が婚活の話をしていた。
・チラシはもっと斬新なものがよいのでは。
・費用対効果はどうだったのかと思う。
・スタートが遅かった。
よかった点です。
・その場でカップルにはならなかったが、
その後、連絡を取れた方がいた。
・前回より内容はよかった。
・参加者名簿が昨年よりも数段によかった。
・お世話係も昨年よりスムーズにできていた。
次回に向けてのご意見です。
・来年も実施するのであれば、
チラシは早く作り募集する。
・ロータリー事業でどうか、動員を考えた上で。
・内容を凝縮してやった方がよい。予算も考えてやるのがよい。
・参加者の会費を上げてもよいのでは。
・会場を我孫子で探してもよいのでは。
仮決算です。
収入 参加費として
１７１,０００円
事業費として
５１９,１１２円
ニコニコから
１００,０００円
例会費（お昼代）
５０,０００円
支出 飲食費（料理代とフリードリンクとサービス代を含む）
２１６,３２０円
イベント費（フルートとハープの演奏者の方への謝礼）
１１０,０００円
会場設営費（会場、控え室代。全体の消費税４０,８９２円を含む）
１７６,４９２円
スタッフ経費（お弁当とコーヒー代）
５７,０００円
景品代（１２,５００円×８組）
１００,０００円
会議費（けやきプラザで３回）
１,４4０円
印刷費（チラシ７００枚、参加者名簿８０冊、名刺、調査票、番号シール）１７３,９１０円
予備費（法被９枚のクリーニング代）
４,９５０円
支出合計８４０,１１２円でした。
また理事会にかけまして、来年のこと等を話していきたいと思います。ありがとうございました。
今週の日曜にふれあい清掃があります。黄色いジャンパーで手賀沼公園の広場に８時半集合で
お願いします。お時間のある方は、三谷屋さんかハセガワさんを取っておきますのでお昼をご一緒
にお願い致します。

米山委員会報告

鈴木委員長
今、我がクラブは会員歴の短い方がたくさんいらっしゃるので、米山奨学生へ
の寄付について少しお話ししたいと思います。
米山奨学金は、
日本で初めてロータリークラブを作られた米山梅吉という方が
始められました。そのスピリットは何かと言うと、特に東南アジアの方には食事も
困難であったり、海外に留学に行くということがとても困難な人達がいて米山翁
が始められたわけです。
アダム・スミスという方の言葉の中にこういう言葉があります。
「傾ける耳」どんな声が聞こえてくるか。外国には食事もできない、勉強ももちろんできない、
そうい
う人達の声が聞こえてくる。
「涙する目」その声を聞いて涙が出る。私たちの感性の中の、
なんとか
してあげたいという心にスイッチがつく。そして「差しのべる手」私はこの言葉がとても好きです。
米山の奨学金はすべて外国からの学生たちに配布されます。
どこかの大きな寄付団体の、中間
マージンを取って実際に困った人たちに流れるのは２割とか３割、
というのではありません。
米山奨学生の日本のお父さん、
カウンセラーを今まで３回程やらせていただいて、
たいしたことは
していないのですが、
とてもいい仕事をやらせていただいたと思っています。
今年は我がクラブには留学生がいないので、若い方達は実際に肌で感じることはできないかも
しれないけれども、
こんないい仕事を僕一人でやらせてもらうのは申し訳ないぐらいの気持ちでお
ります。
今、国際問題が毎日取沙汰されていますが、要は外国の若い貧困な学生たちを日本に招いて
勉強してもえらうことの狙いは国際平和です。我が国だけが利益を得たり、我が国だけが強ければ
いいのではなく、世界平和の架け橋になる、
そういうことを米山奨学会は狙っていると思います。
今年の寄付は少し少ないかなと事務局の方から言われたのですが、寄付はたくさんしてしてと
いうことではないと思います。ただ、
「傾ける耳」
「涙する目」
「差しのべる手」になるために、皆さん
のご協力を得られればと思います。
よろしくどうぞお願い致します。

幹事報告

藤本幹事
・白山中学校の女子の駅伝部が全国大会に出場とのことで、寄付金の依頼の
手紙受理。お気持ち、
ご寄付をいただければと存じます。
・我孫子市国際交流協会（ＡＩＲＡ、
アイラ）
よりイヤーエンド パーティーの案内受
理。
１２月１４日
（土）
１６
：
３０〜１８
：
３０、我孫子市民プラザ多目的ホールにて。お
時間のある方は是非ご参加ください。
・ガバナー事務所より来年のホノルル国際大会の案内受理。行かれる方は是非
ご参加ください。ご参加される際は、当クラブの姉妹クラブ、
アラモアナＲＣの
例会に是非ご参加いただければと存じます。
・１２月１４日
（土）
にＮＥＣグリーンロケッツさんの激励会が開催されます。
ＮＥＣさ
んのグランドで１５時キックオフでクボタスピアーズとのプレイマッチを行い、そ
の後に激励会が開催されます。当クラブの代表としてスポーツ振興応援団に
私が出ておりますが、会員の方も近くですので是非、今盛り上がっているラグビ
ーを生で観戦していただければと思います。
・１１月２２日に、木村会長と私とで我孫子星野市長に表敬訪問して婚活パーテ
ィーの報告をさせていただきました。
また、手賀沼ふれあい清掃に当クラブも参
加することお伝えしました。
・１１月２２日に、柏西クラブさんの４５周年記念式典に上村ガバナー補佐、村越
補佐幹事、木村会長と私の４人で参加してきました。柏西クラブさんも台湾に
姉妹クラブがあるとのことで、
２３名くらいの方が台湾から来られまして、紹興酒
でかなり乾杯をしていました。
他クラブさんの例会に参加することは非常に刺激になりますので、
メーキャップ
に限らずどんどん進んで参加していただければと思います。

卓話

福武会員
今日は遅れましてすみませんでした。失礼いたしました。
久しぶりの卓話で正直何をお話ししていいか迷いながら今日を迎えました。
この一年間いろいろなことがありまして、前荒井会長をはじめ、幹事、理事の方
で、
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、
お礼も申し上げず、
だらだら一年間経
ってしまったので、今日はお話をさせていただける場として使わせていただきたい
と思います。
よろしくお願いいたします。
昨年の１１月の婚活の前々日に奥さんが病気を診断され、治療しなければならないことが決まり
ました。入院したのが１１月２２日で年末まで治療して、
やっと一年が絶ちました。
具合が悪くなって体調不良を訴えたのが、昨年の夏前で、胃が痛いとか、若干高熱が出るとか
言った時に、食あたりだよ、疲れてんじゃない？休めば大丈夫かな、
と言っていた日常でした。秋口に
なって、一週間おきぐらいにそういう症状が出ていたのが、
スパンが短くなって来て２、
３日から１日
おきになってきて、
もう一度、大きな病院に行ってみた結果、家族と一緒に来てくださいと言われま
した。
僕の中では正直ドラマの中のようなシチュエーションで、
まさか自分に起こるとは思わなかったの
で、本人が一番ドキドキしたんでしょうけど、僕もドキドキしました。
やはり、そういうこともありながら得られた自分といいますか、いろんな方々に助けていただいた
結果、今こうやって笑ってお話できるような状態になれたことに対して、本当に今日は感謝の気持
ちをお話しさせていただきたかったというのが本心です。
やはり子ども達に一番、悲しい、つらい思いをさせたというのもあります。実際、
自分が今まで家
にあまり貢献ができていなかったな、
という振り返りができた、今だから言える、いいきっかけになっ
たのかなと思っています。
今までの反省もふまえて、料理、洗濯、
ゴミ捨て、子どものお弁当作りは、
とりあえず何とか自分で
できるようになりました。子どもの評判は置いといて、
なんですが。お弁当の色が黒い、鮮やかさが
ないというのをよく言われます。それでも、
たまに作るとそれなりに好んで食べてもらえるのが、昨
今のいいところかなと。
奥さん自身も外に出る意欲がついてきていて、子ども達と休みの日にはタピオカ屋とかに行くよ
うな行動意欲が日々向上している、
というのが肌で感じられます。いい方向に向かって生活ができ
ているかなと思っています。
先日、結婚記念のお祝いをこちらでいただいたわけですが、
お祝いをいただいたよ、
というような
些細な会話が増えました。
この年で些細な会話がないというのはどうなのかなと思うのですが、明
らかに会話が増えたなと思います。それは、
クラブの中でいろんな方とお話をさせていただく機会
があって、今の自分が半歩ずつかもしれませんが成長させていただいている、
ロータリーはそうい
う会なのかなと思っております。
お礼として卓話とさせていただきました。今日はありがとうございました。

柳田 S.A.A. より

Ｓ.Ａ.Ａ.より気になったことだけお話させていただきます。
お話ししている最中の私語等が最近目立ちますので、
そのへん少しわきまえて
いただきたいと思います。
また、出席委員会報告ですが、
ここ３回程言われてから集計している形になって
いますので、堤委員長が欠席の場合には誰かに頼んでいく等、対応していただけ
れば助かります。
よろしくお願いいたします。

ニコニコＢＯＸ
お名前

メッセージ
福武さん、卓話ありがとうございます。
木村会長
奥様が快方に向っているとのこと、よかったです。
藤本幹事 福武さん卓話とカレンダーありがとうございます。
荒井会員 福武さん卓話ありがとうございました。
梶会員
福武さん卓話ありがとうございました。
佐藤雅教会員 いよいよ冬の到来です。寒い！！
鈴木会員 米山特別寄付ありがとうございます。
瀧日会員 福武さん、奥様が御元気になられて良かったですね。
寺井会員 卓話ありがとうございます。
福武会員 つたない卓話ですみません。
柳田会員 福武さん奥様 大事にして下さい。
米田会員 卓話ありがとうございます。ふくちゃん良かったね。
福武さん奥様元気になられて良かったです。
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
１,０００円
１,０００円
１２,０００円
２３７,２２１円

今週の表紙「我孫子サンバカーニバル」千葉県我孫子市湖北駅南口
1998年頃から始まり、今では湖北台商店街の伝統行事になっている、湖北台南口商店会主催のサンバのパ
レードです。本物の浅草のダンサーが来て、駅前から本通りの商店街を約700メートル踊りながら練り歩きま
す。毎年、カーニバル当日は相当な見物客で湖北駅南口は賑わいます。

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。

