第２６３1回例会報告議事録
日時 令和3年１月12日（火曜日）
場所 ハート柏迎賓館
時間 １２：１５点鐘

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

会長挨拶

村越会長
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
昨年１２月８日の例会から約１ヶ月あけての例会です。皆さまお変わりありませ
んでしょうか。その間、皆さんご承知の通り新型コロナウイルスの患者数が急増し
て一都三県に緊急事態宣言が出されることになりました。本日の例会も開催して
いいものかどうか悩んだのですが、新年最初ですし、広い会場ということもありま
す。理事会を開催して今後の対応を考えたいということもありますので、開催する
という決断をさせていただきました。
感染者数は、今日の新聞では柏市で１１８０人、我孫子市で３３９人でした。先月８日から１ヶ月の
間に柏市は４８５人程度、我孫子市は１４０人増えています。
１２月１３日
（日）
に地区主催のロータリー談義の集いという催しが今年初めて開かれ、参加して
まいりました。来年度のクラブ再編成等についての意見交換が行われました。それについて説明
するためにガバナー月信臨時号が年内におそらく出ると思います。千葉の方では反対もあります
が、地区としては再編成の方向で進めるとのことです。
１２月２０日
（日）
に地区の奉仕セミナーが開催されました。藤本会員が地区の国際奉仕委員会で
会場設営等で携わってくださっています。塩毛会員と私でズームで参加しました。
１２月２３日
（水）
に我孫子市の市政５０周年記念式典がありまして我孫子ロータリークラブとして
ご招待いただき出席してまいりました。善行功労ということで市の方から感謝状を頂戴しました。
こ
こ５年間の間に我孫子ロータリークラブが市に対して行った寄付、具体的に言いますと双眼鏡や
水の館の案内看板を寄贈したこと等に対しての感謝状です。本来ならば７月１日に式典を行う予
定だったのですがコロナの影響で１２月２３日に招待客を三分の一に減らして行われました。
今後の行事も変更があります。
２月１９日
（金）
に第１１グループの合同例会ＩＭ
（インターシティーミーティング）
が予定されていた
のですが、
こちらも中止になりました。それに伴い２月９日
（火）
に予定されていたガバナー補佐の公
式訪問も中止となりました。フォンさんが参加予定だった地区のライラ
（ロータリー青少年指導者
養成プログラム）
も中止になりました。
皆さんも是非お身体にご留意いただいて過ごしていただければと思います。本年もどうぞよろし
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
改めまして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお
願いいたします。
この間、久しぶりに出かけてすごく嬉しかったです。公三先生
に幼稚園に連れて行っていただきました。
カレーも作ってください
ました。すごく美味しかったです。ありがとうございました。
ロータリーの米山奨学生の新年会はZOOMで行いました。
久しぶりにみんなに会えて、
とても嬉しかったです。
今日も久しぶりなのでドキドキしました。ありがとうございます。

親睦委員会報告

荒井会員（代理）
本日はお誕生祝いの方が２名いらっしゃいます。
１月２日の石原会員、
１０日の瀧
日会員です。
１２月のお誕生日だった古谷野さんは先月ZOOMでご参加でしたの
で、本日お祝いをしたいと思います。

石原会員より
お誕生祝いをいただきまして、
ありがとうございました。
この１年間で２つのことをしました。
私は岡江久美子さんと同い年で、
これは何が起こるかわから
ないと思い、家族の為にエンディングノートを書きました。大した
事はないのですが、延命治療はしない、
と一言まず書きました。
２つ目は、高齢者高齢者という言葉を突きつけられ、
おかげさ
までインフルエンザの予防接種を優先的に受けられました。高齢
者だということを自覚しなければならない、老いていくことの寂し
さ、悲しさをすごく思ったのですが、年を重ねるということは経験
値を高めるということで、
日々の中でなりたい自分になろうと思い
ました。
っvありがとうございました。
瀧日会員より
光陰矢の如しという言葉があります。昨日、孫に聞きましたら、
この言葉を知りませんでした。この年齢になって今つくづく痛感
しているのは、
この言葉です。人生で一番大事なものは時間で
す。
ロータリークラブの平均年齢は６０を切りました。一番働いて
いる時期です。
とにかく目先の仕事をめちゃくちゃしていました。
もっと時間を大切にすればよかったと思います。
まだ５０歳の人は
感じないかもしれませんが、覚えておいてください。
古谷野会員より
覚えていてくださって、
ありがとうございます。
とっても嬉しいで
す。
本当に色々なことがあった一年間で、思い出深い、
もしかした
ら人生の中で一番私にとって、すみません、言いにくいのです
が、ハッピーな一年間でした。仕事でも大変でしたが、
すごく充実
していて、いつ死んでもいいように今日を生きようと、そういう一
年間でした。いつ終わるかもしれない、
だから後悔がないように、
やり残したことがないようにやっていこうと、そういう日々の一年
間を送ってきまして令和３年を無事迎えることができなぁと
いう思いです。
まだまだ厳しい状況ですが、お互いに皆さん身体に留意して
頑張っていただければと思います。私も頑張ります。ありがとうご
ざいました。

出席委員会報告

前田委員長

24名（出席免除者含む）出席（全員で３２名） 出席率75％
業務による欠席者 ：梶会員、三枝会員、佐藤会員、関根会員、寺井会員、
日暮会員、福武会員、湯下会員

社会奉仕委員会報告

藤本委員長
改めまして本年もよろしくお願いします。
昨年１２月２０日に三大奉仕セミナーが千葉で開催されました。残念ながらコロ
ナ禍で出席者は３０名弱でしたが、それぞれの役員の方から具体的な奉仕活動
の報告がありました。来年度、私が地区の国際奉仕の委員長になります。来年度
は４名の国際奉仕委員で活動することになります。
来年度の第３回地区ガバナー補佐会議ならびに第２回地区委員長会議は中
止になりました。毎月あるのですが、今月は中止になりました。 （次ページへ続く）

米山奨学委員会報告

鈴木委員長
休会等で奨学金が渡せない場合は口座振り込みをしますとい
う話です。
フォンちゃんのベトナムに限らず世界中から日本でライセンス
を取りたくて、勉強したくて、技能実習という名前で日本に外国
の方々が来ています。働き手のない農家や畜産関係の所に行っ
てサポートしながら、夢を持って、技能を持って国に帰りたいと思
っている若い人たちが日本にいっぱいいます。
ロータリーの奨学生は恵まれている方だと思うのですが、
自分
が働いて得たお金の一部を国の両親に送っているという話も伺ったりしています。
我孫子ロータリークラブの歴史を紐解いた時に、井上先生や星野先生が始められた国際奉仕
活動があります。
今、私たちが国際奉仕として何をしていくのか。世界で困っている人たちにどんなサポートができる
のか、
まさに考えなさいと言われているような気がしてなりません。より豊かに、
より細やかに人の
苦労を感じて奉仕に向かわせるスピリットについて考えます。
米山奨学生のいい所はずっとつながっていく所です。今までお世話させてもらった人たちとつな
がりを持っています。
米山奨学生 グエン・ビック・フォンさんより
公三先生、本当にありがとうございます。実習生たちはけっこう
悲しい生活をしていますので、その人たちのために何かできるよ
うに米山奨学生達が活動しています。ありがとうございます。

幹事報告

倉持幹事
改めまして明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
・例会変更のお知らせ
柏クラブ、柏西クラブ、柏東クラブ
１月の例会は全て休会。開催は緊急事態宣言の終了が発表されてから。
・この後、食事になります。食事中はマスクを外しますので極力会話はお控えくだ
さい。
・例会終了後、理事会がありますので理事の皆様はお残りください。

甘酒で乾杯

木村前年度会長
明けましておめでとうございます。新年１回目の例会がコロナ禍で残念です。皆さん、
いつまでも
健康で元気に長生きできるようにしていただきたいと思います。今年一年の皆様のご健康とご活
躍をお祈りいたしまして乾杯の音頭とさせていただきます。乾杯！

ニコニコＢＯＸ

お名前
村越会長
倉持幹事
荒井会員
石原会員
小野会員
上村英生会員

メッセージ
本年もよろしくお願い致します。
本年もよろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
誕生祝いありがとうございました。
本年もよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。
木村会員
今年もよろしくお願いいたします。
本年もよろしくお願い致します。
小池会員
甘酒とノンアルコールビールおいしかったです。
久しぶりに皆さまにお会いできてうれしかったです。
古谷野会員
この状況下で例会をひらいて下さりありがとうございます。
塩毛会員 新年に乾杯！
鈴木会員 新年おめでとうございます。今年も宜しく。
瀧日会員
あけましておめでとうございます。
あけましておめでとうございます。
堤会員
本年も宜しくお願い申し上げます。
今年は良い年になりますように！
服部会員 健康で新年を迎えることができました。
藤本会員 本年も何卒よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
前田会員
本年もよろしくお願いします。
依田会員 本年も宜しくお願いします。
米田会員 本年もよろしくお願いします。
当 日 計
今期累計

金 額
2,０００円
１,０００円
２,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００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
2,０００円
1,０００円
1,０００円
20,０００円
３4０,０００円

今週の表紙「杉村楚人冠邸」千葉県我孫子市緑2丁目5番5号
杉村楚人冠は明治末期から昭和前期にかけて東京朝日新聞で活躍したジャーナリストです。
関東大震災で二人の子供を失ったのを機に一家で我孫子に移住し、手賀沼の景観保護への取り組み、我孫子ゴ
ルフ倶楽部の開設等、我孫子の発展に尽力しました。邸内には楚人冠の愛した椿の花がたくさん植えられてい
ます。平成22年に我孫子市の指定文化財になりました。

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。

