第２６０４回例会報告議事録
日時 令和２年２月４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 : 清宮佳一様（柏東RC）
		 新田辰吉様（柏東RC）
S . A . A .: 柳田会員

会長挨拶

木村会長
柏東ロータリークラブから清宮様と新田様、
ようこそおいでいただきました。
暦の上では昨日が節分で今日が立春という季節で、例年、立春以降は花粉が
飛び始めて春一番が吹いて、天気の変動が早く変わる時期にさしかかるのです
が、今年は全く逆みたいです。
もう３月、
４月の陽気が先週あって、花粉は既に飛ん
でいるらしいです。が、今週末は真冬の寒さに戻るそうです。暖かかったら、
しばら
く長く続き、寒かったら、
しばらく長く続き、例年の気候とは逆だそうです。
昨日は節分でした。昨日の朝日新聞の天声人語に、節分という行事は意外に日本の中で支持さ
れている、
しぶとい存在と書かれていました。家庭のだいたい４割くらいが行事をやられているそう
です。
日本で行われている行事で一番多く行われているのがクリスマスで７割、バレンタインデーは
４割くらいやられているそうです。七草とか鏡開きはだんだんすたれているそうですが、節分という
行事はしぶといと書かれていました。
うちは大豆をラップに４、
５個包んで投げていたのですが、
まいた後の撤収がやりやすいので、昨
日はカラつきの落花生をまきました。
うちは二人妊婦を抱えていまして、
１人は来週が予定日、
もう１人が５月が予定日です。今の医療
技術はすごいです。超音波を使って胎児の顔や手などが見えて、
その映像を自分のスマホに送っ
て保存できるそうです。自分の子どもが生まれたのは３０年前で、
その頃は生まれてくるまで性別は
わかりませんでした。
胎児というのは羊水を飲み込んでおしっこをしているそうで、
あくびをしたり、鼻や顔をかいたりし
ている胎児の様子まで見えます。私事で恐縮ですが、生まれましたら又ご報告させて頂きます。
ありがとうございました。

親睦委員会報告

上村英生会員、
お誕生日おめでとうございます。

小野会員（代理）

上村英生会員より
こんなに大勢の人にバースデーソングを歌ってもらうのは何十年振
りのことなので非常に照れてしまいました。ありがとうございます。
つい１０年前に３９だなと思ったら、
今月４９になってしまうということで、
本当に３０代も速かったけど、
４０代は更に速いなと実感しております。
４０代最後の１年間を精一杯がんばってやって、楽しい５０代を迎え
るための準備期間ととらえて、
がんばっていこうと思いますので、皆様
よろしくお願いします。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１２名
業務の為：荒井会員、今井会員、上村文明会員、倉持会員、佐藤雅教会員、
志賀会員、澁谷会員、関根会員、
日暮会員、福武会員、湯下会員

ロータリー財団委員会報告

塩毛委員長
ロータリー財団から基金の寄付についてお話させていただきます。柏東さんが
いらっしゃっていて、今頃そんな話をしているの？と思われるかもしれませんが、我
孫子は旧暦でやっていますので
（笑）今月からさせていただければと思います。
皆さんが所属しているロータリークラブが世界で奉仕をしているということは
皆さんご存知だと思うのですけれども、
その元になる基金というのは今回集める
基金が元になっています。
この基金で何をしているかというと、
クラブ活動計画書にも入れていますが、
１.ポリオ根絶、
２.平
和と紛争解決、
３.疾病予防と治療、
４.水と衛生、
５.母子の健康、
６.基本的教育と識字率向上、
７.経済と地域社会の発展、主にこの人道的なものを今年度やっています。
それぞれクラブで奉仕活動もあるのですが、
ロータリー財団でやることは第二の奉仕と呼ばれ
ています。
こういうことをするために使われているという主旨を理解していただいて寄付をしていた
だければと思っております。
今から回覧で回しますので、
どうぞよろしくお願いします。

ロータリー財団セミナー報告

松本次年度ロータリー財団委員長
先日、財団の次年度委員長ということでセミナーに行って参りました。
上村文明ガバナー補佐、村越補佐幹事と私の３人でセミナーに参加して参りま
した。次年度は私の方からお願いすると思います。その時はよろしくお願いしたい
と思います。
地区の補助金の申請にはセミナーに出ないとだめなんですね。寄付するだけで
はなくて、
クラブとして補助金を有効に生かしてお使いいただければありがたいと
思います。
よろしくお願いいたします。

ＲＬＩセミナー報告

村越会員
先週の土曜日にロータリーのＲＬＩ
（ロータリーリーダーシップ研究会）
の講習を
上村文明会員、藤本幹事と私で受けて参りました。我孫子クラブとしてＲＬＩの講
習に参加したのは今回の３人が初めてだということですが、パート１、パート２、パー
ト３を受けますと認定証がいただけて、合同例会等でテーブルディスカッションを
する時にリーダーをしたりすることになります。
今年、補佐幹事として色々なクラブを回らせていただいて、
ＲＬＩの重要性を感じ
たものですから参加してきました。
朝の１０時１０分から夕方６時１０分まででした。ワンセッションが５０分で、
１０分の休憩をはさん
で、
それを６個やります。基本的には７、
８名のテーブルディスカッションでした。
５２名がバラバラでシ
ャッフルされて、
その都度、違う人たちとテーブルディスカッションしました。
時間も長いし最初は大変だなと思ったのですが、参加してみると、あっという間の５０分で、あっ
という間の６セッションでした。パート１が修了した修了証をいただきました。
これが３つ揃うとＲＬＩの
修了という形になります。大変貴重な経験でした。ぜひ皆さんにも参加して頂きたいと思います。
３月１５日
（日）
にパート２、
４月４日
（土）
にパート３があります。
もし興味がおありの方は是非参加し
ていただけるといいと思います。
ありがとうございました。

ご挨拶

柏東 RC 清宮佳一様

今日は単なるメーキャップとお昼をご馳走になるために来ましたので、立派なこ
とをしゃべる予定もなかったのですが、
ＲＬＩは皆さん是非とも出てください。立派
になれます。私みたいな例外もありますけれども。
職種はインテリアで、
ロータリーの肩書きはもうないです。
柏法人会の副会長になっちゃったんですが、
これももうじき定年退職です。
趣味でソフトバレーボールをやっています。我孫子にもどんどん広めたいと思っ
ています。健康のためにやっているのですが、
自慢になりますが、
この間の日曜日に千葉県代表で
６０歳以上の１グループで優勝しました。私はほんのちょっと出ただけなんですが。スポーツは何で
もいいんですけれども、健康のためにやることは本当に大事なことだと思います。

ご挨拶

幹事報告

柏東 RC 新田辰吉様

ロータリーに入りまして１７年になりますが、一度も休んだことがありません。木
曜日に例会があるのですが、商工会の幹事を二人ともやっていて出なければなら
ず、今日はメーキャップという形で参りました。
１７年間というのは、
とにかく身体を壊さない限りにおいて続いています。
これか
らも続けたいと思っておりますので、
また何かあった時はひとつよろしくお願いいた
します。
藤本幹事
・次の日曜日の地区大会にはバスで行きます。バスの乗り場と時間です。
		 ７
：
００ 我孫子駅のCoCo壱前
７
：
１５ 天王台駅前
		 ７
：
０５ ケーズデンキ前
７
：
２０ 東我孫子駅前
		 ７
：
１０ 高野山のセブンイレブン前
７
：
２５ 湖北駅南口 焼肉屋前
後程まとめたものをファックスいたします。
出席者は木村会長、藤本、荒井会員、石原会員、上村文明会員、倉持会員、小
池会員、塩毛会員、鈴木会員、瀧日会員、服部会員、村越会員、依田会員、米田
会員です。
・再来週２月１８日
（火）の１１グループの合同例会及びＩＭをクレストホテル柏に
て開催します。
		 １２
：
００ 登録受付
１３
：
００ 点鐘
１６
：
００ 終了
我孫子クラブはホストクラブですので、
１１時に受付まで集まってください。
・２月２７日
（木）
の柏東ＲＣ４５周年記念例会に木村会長と私で出席して参ります。
・米山奨学委員会より、現在猛威を振るっているコロナウィルスを防ぐマスクと防
護服の購入ルートをご存知の方はお知らせくださいとのことです。
・例会変更のお知らせです
松戸北ＲＣ ２月１２日
（水）→９日
（日）地区大会に振替
２月１９日
（水）→２０日
（木）合同例会に振替
・１月３０日
（木）
に千葉にて第１回 職業社会国際奉仕委員会に出席してきまし
た。委員会メンバーの自己紹介、来年度の打ち合わせ等して参りました。
・本日、例会終了後に理事会があります。

開会の言葉

木村会長

例会を閉会いたします。点鐘します。

ニコニコＢＯＸ

お名前
メッセージ
上村英生会員 お誕生祝ありがとうございます。
村越会員 皆さんＲＬＩに参加しましょう。

当 日 計
今期累計

金 額
３,０００円
１,０００円
4,０００円
30６,２２１円

今週の表紙「手賀沼公園」千葉県我孫子市我孫子新田
水と緑に親しめる、世代を超えて交流できる空間として我孫子市民の憩いの場となっている公園です。手賀
沼に沿って遊歩道が整備されていて、所々に置かれたベンチでのんびり手賀沼を眺める事ができます。アス
レチック遊具、大きな砂場、ボート乗り、釣り等で子どもから大人まで遊べます。この公園から見える手賀沼の
夕景色は定評があります。すぐ隣に我孫子市民図書館があります。

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。

