第２６１１回例会報告議事録
日時 令和２年７月７日（火曜日）
場所 ホテル マークワン 我孫子
時間 １２：１５点鐘

会長挨拶

国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲ ス ト : 鈴木桂三ガバナー補佐
ビジター : なし
S . A . A .: 小池喜之

村越会長
本年度初めての例会です。本来であれば川村学園で例会を行うのですが、相変
わらず新型コロナが収束しない状況の中でイレギュラーながら、
こちらの例会場での
スタートとなりました。
例年でありましたら、会長の方も助走期間ということで半年くらい前から何回か研
修があるのですが、今年度は２月から６月までほぼ地区の活動が自粛になりまして、
まともな研修を受けずに今日この場に立っていることになります。パスト会長の皆様
にご助言いただきながら１年間がんばっていきたいと思っておりますので、
どうぞよろしくお願いいたし
ます。
本日は第１１グループの鈴木桂三ガバナー補佐にお見えになっていただいています。昨年の今頃は
上村文明ガバナー補佐と一緒に補佐幹事ということで、各クラブを訪問していたな、
その頃はコロナ
のコの字もなかったな、
よかったなと思い出しているところです。本日は国際ロータリーや地区のお話
をしていただければと思います。
本日は本年度最初の例会ということで、本年度の活動方針を少しお話させていただきたいと思い
ます。
先ほど小池Ｓ.Ａ.Ａ.からご挨拶がありましたが、本年度、私が一番に考えていることは例会の充実で
す。例会を一番大切に考えたいと思っています。
Ｓ.Ａ.Ａ.を会長経験者にお願いしたいと思い、小池会
員になっていただいて、例会運営の秘訣を皆さんにも理解していただきたいなと思っています。
例会の中身についても、依田会員にクラブ管理運営委員長、荒井会員にプログラム委員長、前田
会員に出席委員長になっていただいて、例会、出席の重要さを皆様に知らしめていただければと思い
ます。
社会奉仕事業として、昨年、一昨年と続けておりました婚活パーティーを今年も是非やりたいと思っ
ております。
今年度の漆原ガバナーは「クラブが主役となり、奉仕の理念の実践を！」ということを地区のスロー
ガンに取り上げております。
２年前に我孫子の地区で、皆さんが必要としていることは何かを考えた時
に婚活パーティーを始めました。当初の予定では１１月１４日
（土）
を考えておりますが、今の状況を鑑み
ますと日程変更もあるかなと思います。今年度中には実施したいと思っています。藤本社会奉仕委員
長に中心になっていただいて、親睦委員会と社会奉仕委員会の皆さんで実行委員会を組織して今年
度も進めていただければと思います。
１９６５年１２月１２日に創立した我孫子ロータリークラブは今年の１２月で創立５５周年を迎えます。大
きな式典等は考えておりませんが、歴史を築いてくださった先輩方に感謝する場、喜びを分かち合う
場として記念の例会を１２月に是非開催したいと思っております。
クラブ管理運営委員会の方で中心
になって進めていただければと思います。
よろしくお願いします。
会員増強については３年連続で米田会員に委員長を勤めていただくことになります。今年は純増３
名を達成したいと考えております。今、いい感触で保留になっている方がいらっしゃいますので、今年
度中に口説き落として入っていただけるようにしたいと思います。
親睦に関しては柳田会員に委員長をお願いいたします。昨年度はコロナの影響で親睦事業が二つ
中止になりました。今年度は是非早い時期に親睦旅行を実現したいと思っておりますので、
よろしくお
願いします。
私は入会して６年半なのですが、今、
３２名中の１６名、半数が入会５年未満です。今年はパスト会長
を中心にご協力いただき、研修リーダーの方々による研修を５年未満の皆さんに定期的に行っていけ
ればと思っております。
クラブの中長期計画を考えていきましょうということで、前年度の会長幹事、今年度の会長幹事、
来年度の会長エレクト、幹事エレクトの６名で戦略計画委員会を今年も立ち上げたいと思っておりま
す。
５年後の我孫子ロータリークラブがどんな形になっているかを考える組織になれればと思います。
ロータリーのイメージ向上のための広報活動ですが、寺井会員に委員長をお願いします。今年はホ
ームページをスマホにも対応できるように作成していただければと思います。知名度を上げていきた

いと思っておりますので、
できましたらＳＮＳで発信もしていけたらと思っています。
ロータリー財団への寄付に関しては、松本会員に委員長をお願いしています。
１１グループは財団へ
の寄付に力を入れていきたいとのことで、財団のことをよく知っている方に委員長をお願いしてくださ
いとのことでした。
ロータリー財団への寄付の意義というものを皆さんによくわかっていただいて、気
持ちよく寄付してもらえるような雰囲気作りをしていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
今年度は米山奨学生を鈴木会員にカウンセラーになっていただいて受け入れさせていただきます。
国際奉仕委員長は塩毛会員にお願いするのですが、今年度、姉妹クラブの台湾の豊原ロータリー
クラブが創立６０周年を迎えます。すでに案内が届いており、来年の６月１２日
（土）
に記念式典を行うそ
うです。
ロータリーの世界大会が台湾の台北で来年の６月１３日、
１４日に行われるそうですので、
その
前に豊原クラブは式典を行うとのことです。できたら、
なるべく大勢のメンバーで豊原ロータリークラ
ブのお祝いに駆けつけ、世界大会にも出席したいと思っております。
先週の新旧交代式の時にも申し上げたのですが、
とにかく、皆さんが我孫子ロータリークラブに加
入しててよかった、
このメンバーといると楽しいと感じていただいて、
なによりも我孫子ロータリークラブ
のメンバーであることを誇りに思う、
そんなクラブになればいいと思っております。倉持幹事共々、
１年
間どうぞよろしくお願いします。

ご挨拶

第 2790 地区 第 11 グループ 鈴木桂三ガバナー補佐

本年度ガバナー補佐を務めさせていただきます柏西ロータリークラブの鈴木と
申します。今日は欠席ですが、
ガバナー補佐幹事は森市直樹会員にお願いしてお
ります。共々よろしくお願いしたいと思います。
今年度のＲＩ会長のテーマは「ロータリーは機会の扉を開く」、地区のスローガ
ンは「クラブが主役となり、奉仕の理念の実践を！」です。
機会の扉を開く、
ということをベースにして、地区スローガンを実践していく活
動をしていきたいと考えております。
私は地区財団委員会で４年務めて首になって、
２年後に呼ばれまして、
また４年務めて首になりま
した。そこでいろいろな人と出会い、素晴らしい人が地区の財団にはいらっしゃいました。私は普段
はろくでもない人間で、そういうことを繰り返しているうちに独身に戻りまして自分の心を改めまし
た。私が一番尊敬する地区の元財団委員長の方が年賀状で、
「低く暮らし、高く想ふ」という彼の
座右の銘を書いてくださいました。それは岩波書店の創業者の岩波茂雄さんの座右の銘だそうで
す。私もその言葉を座右の銘にしようと決めました。それから少しずつ、
まともな人間に変わって来
ている今現在でございます。
地区財団委員会に行けたという機会は中村パストガバナーが私にくださいました。評判が非常
に悪い男になぜ地区財団委員会に行けと言ってくださったのか、中村パストガバナーに聞きたいな
と思います。入りましたら、
こんなに素晴らしい人が地区財団委員会にはいるんだということで、付
いていくのに精一杯でしたが、仲間に負けたくはないなという気持ちがありまして、
それから徐々に
財団の勉強をして今は人前で話せるような人間になれました。
機会の扉を開くというのは、会長さんなり、幹事さんなり、委員会の委員長さんなり、
この機会を
うまく利用していただきたいと思います。せっかくの会ですから、
この会での新しい扉をうまく利用し
て変わっていただけたらと思います。変わる必要がない方もいっぱいいらっしゃいますが、私みたい
な人間は変わらなくちゃいけなかった。中村パストガバナーには一生頭が上がらない程感謝をして
います。いろいろ言われますが、素直に聞いて、素直に生活をしております。
この年度の具体的な計画としては、
まず１１月６日
（金）
に情報研修会があります。地区、職業、社
会、国際奉仕委員会の統括委員長の水野晋治さんを講師にお迎えします。貴重なお話が聞けると
思いますので、入会５年未満の方は是非ご参加ください。
年が明けて２０２１年２月１９日
（金）
にはＩＭも予定しております。
この間の２月の地区大会で講演
していただいた東浦和ロータリークラブの北清治さんを再びお招きします。彼は「ロータリアンはや
りたいことをするのではなく、やるべきことをしなさい」とおっしゃいました。私は良いことを聞いたな
と非常に記憶に残っております。
ロータリアンとしてやるべきことを十分に考えてやってほしいと思
っております。
２０２１年４月９日
（金）
に合同ゴルフ大会を実施し、
４月２３日
（金）
には合同例会を開催します。
７月から来年３月までの財団への寄付実績、年次寄付、
ポリオプラス寄付、恒久基金寄付の合
計を会員数で割り、一人当たりの寄付が多いクラブを表彰したいと思っております。クラブの財団
委員長さん、
ひとつよろしくお願いします。
最近コロナがまたひどくなっております。活動も暗澹たる中で行われていますので、安全が確保
できないような時はすぐに行事をすぐに中止し、皆さんの安全をはかりながらやりたいと思っており
ます。皆様のご協力をどうかよろしくお願いしたいと思います。

米山奨学生フォンさんへ米山奨学金を授与

米田委員長
米山奨学生フォンさんより
皆様にお会いするのは今回３回目になります。いつも優しく話し
てくださって、本当にありがとうございます。
この間、
カウンセラーの鈴木さんとカウンセラーと奨学生のセ
ミナーに参加しました。すごく楽しくて、多くの国の友達もできて、
これからも頑張ろうと思いました。
よろしくお願いします。

親睦委員会報告

栁田委員長

今年１年間よろしくお願いします。
本日は誕生祝いがございます。志賀会員、
木村会員、
澁谷会員、
おめでとうございます。

澁谷会員より
８４歳になりました。はっきり言いまして、
もう８０過ぎたらロータリー
やめようかなという言葉がすぐ出てきます。年が年ですからしょうが
ないです。まあ、今年だけは頑張ってやらないとまずいなと。ひとつ皆
さん、
よろしくお願いします。

志賀会員より
今日が私の命日じゃなくて、誕生日です。めったに７日ということは
ないのですが、今日、
７月７日生まれです。今年は子の年であります。
私の本尊さんもねずみの本尊さんです。私も子年で７２歳です。ひと
つよろしくお願いします。

木村会員より
誕生日のプレゼント、ありがとうございます。一年前、すごく意気込
んで、還暦で、本厄で、会長で、
オリンピックで、
というような話をさせ
ていただいたのですが、一年経って、オリンピックはなくなり、会長職
も終わり、本厄も終わり、すべて終わりかなと。ただ６０歳の最後の３
ヶ月はうやむやに終わってしまったのですが、その３ヶ月の間に孫が２
人生まれまして、孫が４人になりました。コロナ世代と言われています
が、母子ともに健康に生まれました。孫にはじいじと呼ばせています。
じいじはお金と時間と体力がない
と出来ないのですが、
６１歳は時間を作りながら孫の面倒を見れるかなと思っています。ありがとうござ
いました。
１年間またよろしくお願いします。

出席委員会報告

前田委員長
28名（出席免除者含む）出席（全員で３２名） 出席率87.5％
業務の為：今井会員、梶会員、佐藤（雅）会員、服部会員、湯下会員

会員増強委員会報告

米田委員長
昨年度はコロナでいろいろありまして、会員増強がうまくいっておりませんでした
ので、今年はぜひ、先ほど会長の方からお話ありましたが３名増ということで、
目標
を達成したいと思います。
ご協力をよろしくお願いします。

幹事報告

倉持幹事
改めまして本年度幹事を仰せつかりました倉持です。
１年間宜しくお願い致します。
本日は第１１グループ、
鈴木桂三ガバナー補佐にお越しいただきまして、
ありがとう
ございます。
１年間お世話になります。
よろしくお願いいたします。
・２月に開催された昨年度の地区大会の報告受理。
ご覧になりたい方は事務局までお願いいたします。
・来週は通常例会。
外部卓話として星野市長にお越しいただく予定です。
新型コロナに関する事業者支援、
市政５０周年の記念事業について
お話いただきます。
・本日、
例会終了後に理事会開催。
荒井会員、
上村文明会員、
木村会員、
小池会員、
瀧日会員、
藤本会員、
柳田会員、
依田会員、
米田会員はお残りください。

開会の言葉

以上を持ちまして２６１１回の例会を閉会いたします。点鐘いたします。

村越会長

ニコニコＢＯＸ
お名前
メッセージ
鈴木桂三
今年１年よろしくおねがい致します。
ガバナー補佐
村越会長
１年間よろしくお願いします。
小野会員
本年度もよろしくお願いいたいします。
誕生日プレゼント有難うございました。
木村会員
今年度もよろしくお願いいたします。
上村英生会員 村越会長１年間よろしくお願いします。
小池会員
新年度を迎えて 皆様、一年間よろしくお願いいたします。
古谷野会員 新年度のスタートを無事きることができて良かったです。
塩毛会員
村越年度に乾杯！
志賀会員
誕生祝い有りがとう御座いました。
澁谷会員
たんじょう日プレゼントありがとう。
鈴木会員
新しい船出おめでとう。
お誕生日おめでとうございます。
寺井会員
鈴木ガバナー補佐様ありがとうございました。
藤本会員
今年度もよろしくお願いします。
本年度、出席委員会に任命されました。
前田会員
よろしくお願いします。
栁田会員
村越会長よろしくお願いします。
村越会長おめでとうございます。
依田会員
一年間宜しくお願いします。
米田会員
一年間 会員増強にご協力お願いします。
村越会長これから一年間大変でしょうが、
よろしくお願いします。
当 日 計
今期累計

金

額

５,０００円
２,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
５,０００円
２,０００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
２８,０００円
２８,０００円

今週の表紙「カッパまつり」我孫子駅南口前大通り、けやきプラザ前広場、公園坂通り
古くから手賀沼にいると伝わるカッパは、昭和36年に「河童音頭」が誕生するなど我孫子市民に親しまれて
います。そんな彼らを主役にしたのが2008年から毎年８月に開催されている「あびこカッパまつり」です。メ
インは「河童音頭大行進」で、大勢の参加者が手賀沼公園坂通りから我孫子駅まで踊りながら練り歩きます。
「仮装コンテスト」や子ども達の「カッパダンス発表会」もある賑やかなお祭りです。

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。

