第２６２９回例会報告議事録
日時 令和２年１２月１日（火曜日）
場所 ハート柏迎賓館
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 : グエン・ビック・フォンさん
（米山奨学生）
ビジター : なし
S . A . A .: 小池喜之

村越会長
先週は急に欠席しまして申し訳ありませんでした。叔母のお葬式でした。
コロナ
の状況下でお通夜がなく、
ちょうど時間が重なり申し訳ありませんでした。
新型コロナウィルスがまた大変な状況になっています。感染者が急に増えてお
り、政府はこの３週間を勝負の３週間ということで、
マスク着用、手洗い、三密を避
ける努力をしてくださいという要請が出ました。昨日、森田県知事からは東葛地区
限定で飲食店の夜１０時以降のアルコールの提供を自粛するようにお達しが出ま

した。
そんな中、柏西クラブは１２月の通常例会を全部中止にしました。クリスマス例会も新年例会も
中止とのことです。柏南クラブも例会数を減らしています。
我孫子クラブ１２月、
１月の例会、
そして１５日の５５周年記念例会をどうするか、
それを今日の例
会後の理事会で話し合いたいと思っています。
よろしくお願いします。
先週の金曜日に倉持幹事と年末のご挨拶を兼ねて河村学園女子大学へ状況を伺いに行って
まいりました。我孫子校は対面授業を再開し始めているけれども、東京の目白の本校ではまだオン
ライン授業が主流とのことでした。我孫子も状況を見て、
またオンラインに戻さないといけないとい
うような状況でして、
とても例会場をいつから使えますかと言い出せるような状態ではありませんで
した。今年度、来年の３月まではとても外部にお貸しできるような状況ではないので、
しばらくはこち
らの会場で例会を開催することになると思います。
本日は年次総会が行われます。次年度の役員、
および理事の選挙を行わなければならないとい
うことになっていますが、我孫子の場合、やりたい方はたくさんいらっしゃらないので選挙ということ
にはなりませんが、来年度の依田会長エレクト、役員、理事の承認をしていただく大事な総会です。
どうぞよろしくお願いいたします。

村越会長より米山奨学生への奨学金授与

ご挨拶 米山奨学生 グエン・ビック・フォンさん
今月も奨学金をいただきまして、
ありがとうございます。
報告なのですが、
１２月のガバナー通信の３ページに、
この間
カウンセラーの鈴木先生と一緒に行って来た米山研修会の写
真が載っています。ぜひご覧ください。
先週、米山奨学生の忘年会が行われました。今年はもう米山
の活動はありませんが、
がんばります。
今月の２２日に卓話をします。
よろしくお願いします。

村越会長より鈴木会員へ米山功労者 第２回マルチプルの感謝状の授与
村越会長より荒井会員へ米山功労者 第１回の感謝状の授与
村越会長より
米山奨学会への特別寄付
金が１０万円を超えると米山
功労者として表彰されます。
２０万円を超えるとマルチプル
として表彰されます。
鈴木会員へ米山功労者
第2回マルチプル感謝状の授与

荒井会員へ米山功労者
第1回感謝状の授与

村越会長より松本会員へロータリー財団委員会の
ポール・ハリス・フェロー プラス２のバッジを授与
村越会長より
ロータリー財団への寄付が千ドルを超えるとポール・ハリス・フ
ェロー、
２千ドルを超えるとマルチプル・ポール・ハリス・フェロー、
３千ドルを超えるとマルチプル・ポール・ハリス・フェロー プラス２
というバッジになります。

松本会員へロータリー財団委員会
ポールハリスフェロープラス2のバッジ授与

親睦委員会報告

栁田委員長
お誕生日が１２月１７日の古谷野会員、
１２月２５日の福武会員、
お誕生日おめで
とうございます。
古谷野会員は本日ZOOMでの参加です。
新年例会についてはまだはっきりしないのですが、開催されるようであれば、来
週の例会後に委員の皆様にちょっと残っていただいて相談させていただければと
思っています。
福武会員より
また久しぶりの例会の中で誕生日のお祝いをいただき、大変
恐縮しているところでございます。ありがとうございます。今年は
バタバタご迷惑をおかけしたと思うのですが、
これからもメンバ
ーとして参加させていただきたいと思いますので、
どうぞ引き続
きよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。

出席委員会報告

堤会員（代理）
２７名（出席免除者含む）出席（全員で３２名） 出席率７１.８７％
業務による欠席者 ：三枝会員、寺井会員、前田会員、湯下会員

幹事報告

・例会変更のお知らせ
柏西ＲＣ １２月の例会は全て休会
柏南ＲＣ １２月２２日
（火）夜間例会のため休会
１２月２９日
（火）休会
・我孫子クラブの今後の予定
２０２０年１２月１５日
（火）
・２２日
（火）
・２９日
（火） 休会
２０２１年１月５日
（火） 休会
２０２１年１月１２日
（火） 新年例会改め通常例会

開会の言葉

それでは一旦、例会を閉会いたします。点鐘いたします。

倉持幹事

村越会長

年次総会
議長 村越会長
司会 倉持幹事
定足数の確認 倉持幹事
まず年次総会開催にあたりまして資格審査を行ないます。
総会成立要件は我孫子ロータリークラブ細則 第５条 第３節によりまして、会員
総数３分の１の出席が必要となります。本クラブ会員総数３２名、本日の出席者は
ZOOMを含めまして２８名。定足数を満たしており、本年次総会が成立すること
を宣言いたします。
続きまして議長の選出ですが、我孫子ロータリークラブ細則 第４条 第１節の
規定により、会長が任務を行う、
となっておりますので、村越会長、
お願いいたしま
す。
議長 村越会長
我孫子クラブ細則 第５条 第１項に基づき、
２０２０ー２０２１年度我孫子ロータリ
ークラブ年次総会を開催いたします。
第１号議案、
２０２１ー２０２２年度理事役員承認の件ということで依田会長エレク
トの方から説明をお願いいたします。

依田会長エレクト
２０２１ー２０２２年度会長エレクトを拝命いたしました依田でございます。
よろしく
お願いいたします。
この総会にて役員と理事メンバーを承認いただければと思います。
役員は、直前会長は村越会長、幹事は栁田会員、
Ｓ.Ａ.Ａ.は米田会員、会計は
上村（文）会員、会長エレクトは藤本会員、監査は滝日会員にお願いしたいと思い
ます。
理事メンバーは荒井会員、木村会員、村越会員、藤本会員、倉持会員、栁田会
員、服部会員、小池会員、上村（文）会員、
日暮会員、米田会員、依田会員、以上１２
名、選出させていただきました。
議長 村越会長
何かご意見、
ご質問等ございますでしょうか。賛成の方は拍手をもってご承認
の方をお願いいたします。満場一致にて次年度理事役員が決定しました。皆様の
ご協力によりまして本日の年次総会を円滑に終えることができました。ありがとう
ございました。
ご挨拶 依田会長エレクト
私は平成２５年、米田会長の時にロータリーに入会させていただきました。
まだ７
年という未熟な年です。我孫子ロータリーは出世が早いという噂を聞いておりまし
たが、
こんなに早く来るとは思ってもみませんでした。
しかし先輩方のいろいろなフォローとバックアップのおかげで会長を拝任いたし
ましたので、次年度ぜひ頑張らせていただきたいと思っております。
今年はまだコロナ禍で予測もつかないことが起きています。今年度も来年度も
これからどうなるかわからない状況なのですが、
できる限りのことができればと思
っています。
ロータリーに入りまして、信頼、親睦、会員間の団結力はどこの会にも負けない
ものを我孫子クラブは持っていると思っています。
メンバーは我孫子を代表するよ
うな業界の方々が集まっていらっしゃいます。
若い頃は青年会議所等でいろいろ地域貢献をしてきましたが、
お金がなかった
ものですから身を切って貢献してきました。財力もあり知識も力もあり、みんなの力
を集めれば、我孫子市や社会に貢献できることは必ずあると思います。小さいこ
とでもいいので社会的弱者の方を救えるような貢献活動ができればと思っていま
す。誇りを持って、私はロータリークラブの会員ですと言えるような会になれれば
いいと思っています。
まだまだ年齢も若いですし、わからないことも一杯ありますので、諸先輩方にご
助言をたくさんいただいて、
なんとかいいクラブにしていきたいと思いますので、
引
き続きよろしくお願いいたします。

ご挨拶 栁田幹事エレクト
今の会長エレクトのお話で来年の意気込みがすごく伝わって来ました。その補
佐である幹事という役職を今回ご任命いただきまして、依田会長エレクトと共にも
っといい我孫子クラブを目指して頑張りたいと思います。全力を尽くして協力して
いきたいと思います。ぜひとも皆様一丸となってご協力の方お願いいたします。
ご挨拶 次年度Ｓ.Ａ.Ａ. 米田会員
一生懸命一年間やらせていただきますので、皆さん、
ご協力の程よろしくお願い
します。

ご挨拶 次年度クラブ管理運営委員長 藤本会員
今現在、奉仕の委員を務めさせていただいていますが、
なかなか進んでいない
中、次の大役を仰せつかり、非常にとまどいながら何とかクラブを盛り上げていこ
うという考えでおります。
私ごとですが、現在、出向という形で地区の国際奉仕の委員をやらせていただ
いていますが、来年度は国際奉仕の委員長ということで予定しております。地区
のガバナー事務所からのスケジュールを見たら、
ほぼ毎月、千葉のホテル等でセミ
ナーがあるということで非常にとまどっております。それでも、
そういう機会をいた
だきましたので、他のクラブからの情報を積極的に取り入れて我孫子クラブに反
映していきたいと考えておりますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
ご挨拶 次年度会員増強委員長 荒井会員
次年度、依田年度は増強２名目標ということですので、小野副委員長と頑張っ
てやって参りたいと思います。
どうぞ皆さんご協力の方、
よろしくお願いします。

ご挨拶 次年度奉仕プロジェクト委員長 倉持会員
コロナ禍で何ができるかを考えながら来年もやっていきたいと思います。
ご協力
のほどよろしくお願いいたします。

ニコニコＢＯＸ

お名前
村越会長
今井会員
上村英生会員
木村会員
小池会員
佐藤雅教会員
鈴木会員
日暮会員
鈴木会員
依田会員

メッセージ
依田エレクト がんばって下さい。
長い間欠席していました。
カレンダーいただきました。
依田さん、福武さん、
カレンダー有難うございます。
カレンダーありがとうございます。
卓話ありがとうございました。
米山功労者の感謝状を頂きました。
カレンダー感謝。
カレンダーありがとうございます。
鈴木先生、荒井会員、松本先生、福武会員、古谷野先生おめ
でとうございます。
カレンダーありがとうございました。
次年度も宜しくお願いします。
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
１０,０００円
２８７,０００円

今週の表紙「高野山桃山公園」千葉県我孫子市高野山454番地1号
手賀沼を一望できる高野山桃山公園は、緑と眺望を楽しむ高台と、緑を保存再生した斜面林、湧水を使って復
活させたビオトープの３つのエリアで構成されています。眼下に手賀沼を見下ろす南向きの丘陵地は、市内で
も屈指の絶景ポイントです。展望台のある場所は我孫子市最古の前原古墳が見つかった場所でもあります。

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。

