第２６４１回例会報告議事録
日時 令和３年６月２２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「手に手つないで」
ビジター : なし
S . A . A .: 小池喜之

ゲ ス ト : 東京大学 空間情報科学研究センター 准教授 日下部貴彦様
国際ロータリー第２７９０地区 第１１グループ ガバナー補佐 鈴木桂三様
国際ロータリー第２７９０地区 第１１グループ ガバナー補佐幹事 森市直樹様
株式会社野田電機 代表取締役 野田佳宏様

会長挨拶

村越会長
約２ヶ月振りの例会でございます。皆さんの元気そうなお顔を拝見できて本当
に嬉しいです。
休会している間に地区大会はバーチャルで開催され、本来であればお祝いに
駆けつけなければいけなかった台湾豊原ＲＣの６０周年記念式典、世界大会も終
わってしまいました。
私の年度も今日と来週の２回を残すのみとなりました。年初にはいろいろと計画
しておりました婚活パーティーや５５周年の記念例会もできず残念でしたが、皆さんの健康のこと
を考えたら休会するしかないという判断で長い間休会とさせていただきました。
少し明るい材料としてはコロナワクチンの接種の方が我孫子市でも徐々に広がっています。お酒
が飲めなくて困っていた方も多いと思いますけれども、我孫子市も柏市もまん延防止等重点措置
の指定からはずれましたので８時まではお酒の提供、
９時閉店ですので少人数で飲みに行ってい
ただければと思います。
本日はオブザーバーで故野田進会員のご子息である野田佳宏さんがいらしています。待ちに待
っていたのですが、会社の方が落ち着くまでということで待たされておりました。理事会で承認をい
ただいて異議なしですので晴れて依田年度の最初の例会で認証さ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。
本日は鈴木ガバナー補佐と森市補佐幹事がお見えになっています。ありがとうございます。

ご挨拶

鈴木桂三ガバナー補佐
コロナで皆さんとお会いできず、会長幹事会も最初の一回だけお酒を交えて出
来ましたが、
なんと殺風景な一年だったかなと思っております。やりたいことは一杯
あったのですが、せめてもの情報研修会ができたのはよかったかなと思っていま
す。我孫子クラブはお世辞にも年次基金の額があまりよくないのですが、今年は
１５０ドルを超えてくれました。
１１グループ全体でも全クラブが１５０ドルを達成でき
ました。
来年はポリオに対しても力を入れていただいて一人当たり３０ドルの寄付を達成していただけれ
ばと願っております。米山も同じように皆さんのお気持ちを入れていただければと思っています。
上村さんには前年度のガバナー補佐のお礼を差し上げたかっ
たのですが欠席されていましたので、今日、差し上げたいと思い
ます。遅れましてすみません。ありがとうございました。
合同例会が中止になりましたので剰余金があり、一人当たり
３,２００円返金いたします。
うちのクラブはそれを使って、円卓にアクリル板を５０枚ほど購
入し、今月２５日から例会を始めます。来年度の会長も極力例会
はやると発表しています。
会長幹事さん、
クラブの皆様、事務局の松丸さんには大変お
世話になりまして、無事一年終えることができました。
ご協力あり
上村文明会員へ
がとうございました。
前年度ガバナー補佐のお礼

ご挨拶

森市直樹ガバナー補佐幹事
柏西ＲＣの森市と申します。短い一年で、思うような活動もできませんでした
が、皆さんのご協力のもと無事に一年間を過ごすことができました。誠にありがと
うございました。

ご挨拶

野田佳宏様
今、
ご紹介いただきました、我孫子のつくし野で電気工事業を営んでおります
野田電機の野田と申します。
５年前と８年くらい前に卓話で参加させていただきました。その前にはレンゲま
つりで子どもと参加させていただき、
いい思い出ばかりです。
本日、参加されている皆さんはほとんど顔を知っている方々で安心しました。
７月からの入会となります。
これから長い間よろしくお願いいたします。

親睦委員会報告

栁田委員長
６月６日がお誕生日の鈴木会員、
１２日は上村文明会員、
１３日は前田会員、
１９日
は米田会員、
３０日は梶会員、
おめでとうございます。鈴木会員、前田会員、米田会
員は欠席されていますので後日お祝いをしたいと思います。
６月２５日
（金）
に最初で最後の親睦ゴルフが開催されます。参加者は１２名の
予定です。
よろしくお願いいたします。
会長の方からゴルフのためにと金一封をお預かりしました。
景品等に使わせていただきたいと思います。ありがとうございました。
上村文明会員より
シャンシャンが生まれた日が誕生日です。
私はコロナが始まってから散歩を朝するようにしました。昨年
の２月からですから１年ちょっとになりますが、ここ５日くらいで
きなくなっています。
本当に桂三ガバナー補佐は大変な中ご苦労さまでした。本当
に悔しい思いをたくさんなさって、よく頑張ったと思います。あり
がとうございました。
お誕生お祝いありがとうございました。

梶会員より
皆さん、お祝いいただきまして、ありがとうございます。
昨年から引き続きまして、こういうコロナの状況の中、ご協
力いただいた点も多々あったと思います。ありがとうございまし
た。
コロナが収束していないので、仕事は通常通りに戻っていな
いのですが、ご存知の通りオリンピックは決定の方向で、我々バ
ス会社はその準備をして動いています。我々としては是が非でも
開催してもらいたい。オリンピック後にクラスターが発生しては
元も子もないのですが、これはもう誰も予測できない未来にな
ります。なんとか知恵を絞って進んでいければと思っています。来年もまたこうしてお祝いしてい
ただけるように、頑張っていきたいと思っておりますので今後ともよろしくお願いいたします。あ
りがとうございました。

出席委員会報告

石原会員（代理）
２５名（出席免除者含む）出席（全員で３２名） 出席率７８.１２％
業務による欠席者： 荒井会員、三枝会員、塩毛会員、福武会員、前田会員、
湯下会員、米田会員

社会奉仕委員会報告

藤本会員
６月２８日に手賀沼公園にて、我孫子クラブが寄贈しました案内看板の設置を
行います。当日は我孫子市長も来られます。贈呈式が午前１１時から行われます
ので、会員の皆様はその前にご集合いただきますようお願いいたします。我孫子
クラブの黄色のジャンパーを着用されてご参加ください。
地区からの報告です。
６月１４日に本年度最後の奉仕委員会をZOOMにて行いました。なかなか奉仕
活動ができませんでしたが、皆さんからそれぞれ言葉をいただきました。
６月１９日に次年度の委員長会議を千葉の三井ホテルで行いました。
６月２１日に次年度の第６回奉仕委員会の会議を行いました。
９月１２日に環境保全プロジェクトと
いうことで２７９０地区で千葉県の海岸の清掃を行うというお話がありました。当１１グループにおい
ては手賀沼周辺の清掃を行おうかという話があります。近くになりましたらお知らせしますので、
ご
参加ください。
１０月２４日の世界ポリオデーに成田山新勝寺におきまして、
ポリオ撲滅と新型コロナウイルスの
収束護摩祈願を行います。当日、私共地区の者は参加しますが、
ほかの皆様におきましては近くの
神社仏閣にて祈願をお願いしたいとのことです。
１０月１８日〜２４日の１週間に世界ポリオデーのトレインジャックということで、常磐線、総武線、
つ
くばエクスプレス線の沿線の各クラブから協賛金を募って各沿線の女性専用車両の一部にロー
タリークラブがポリオ撲滅の運動をしているということを周知できるようなポスター等を貼って告知
します。
来年度もご協力のほどよろしくお願いいたします。

村越会長より藤本会員へ
２０２１-２２年度 国際ロータリー
２７９０地区 国際奉仕委員会委員長
委嘱状授与

お礼のご挨拶

瀧日会員
皆さんにお礼を申し上げたいと思いましてお時間をいただきました。私の妻が
４月３０日に亡くなりました。突然でしたので現実をなかなか受け止められなくて、
心の整理がつかないままに日にちが過ぎてまいりました。
葬儀は本人の生前の意向もあり、
コロナの感染状況も考えまして家族葬にし
ました。時間的な余裕もあり、家族全員がゆっくり別れを惜しむことができ、家族
葬にしてよかったと思っています。
ロータリークラブからお香典と御供物を頂戴し、大勢の皆様に弔問に来ていただきました。本
当にありがとうございました。感謝申し上げます。

悔いが残るのですが、病院はコロナの感染防止ということで面会が原則禁止となっていて本
人に寄り添うことができず、医師の許可を得て、医師同席のもとで５分くらいだけ話ができるよう
な状況で、それが１週間に１回できるかできないような状況でした。孫たちが知恵を出しまして、
タ
ブレットを持ち込みリモートで話ができました。これが唯一の救いでしたが、ベッドのそばに行って
付き添うことが全くできなかったことは本当に悔いが残っております。
自分を取り戻すにはまだ時間がしばらくかかりそうですが、家にこもってばかりでもだめなので、
来年度からは例会に積極的に出たいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
今日はお時間いただきまして、本当にありがとうございました。

幹事報告

倉持幹事
鈴木ガバナー補佐、森市ガバナー補佐幹事、本日はありがとうございました。
一年間大変お世話になりました。来年からもまたよろしくお願いいたします。
来週は夜間例会になります。
１８時３０分点鐘で、場所はクレストホテル柏で
す。例会の中で新旧交代式を行います。駐車場は高島屋の第二駐車場をご利
用ください。
食事はありますがお酒の提供はありません。
ポケットに入れての持ち込みも禁止です。
よろしくお願いいたします。

閉会の言葉

例会を閉会いたします。来週は新旧交代式ですので、
よろしくお願いいたします。
点鐘いたします。

村越会長

ニコニコＢＯＸ
お名前
メッセージ
ガバナー補佐
鈴木桂三様
村越会長 久しぶりに皆さんにお会いできて嬉しかったです。
ニコニコＢＯＸ
梶会員
誕生祝いありがとうございます。
上村英生会員 お久しぶりです。
上村文明会員 誕生祝いありがとうございます。
村越会長年度 一年間お疲れさまでした。
木村会員
来週の新旧交代式は都合により欠席させて頂きます。
志賀会員
久しぶりの例会に参加することができました。
瀧日会員
皆様から頂いた御弔意に感謝致します。
寺井会員 鈴木様、森市様ありがとうございました。
服部会員 コロナに負けずロータリーは頑張ります。
日暮会員 皆さんお久しぶりです。
藤本会員 皆様お久しぶりです。
栁田会員
野田会員 入会おめでとうございます。
依田会員 皆様にお会いできて良かったです。
当 日 計
今期累計

金

額

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
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
１５,０００円
４９０,０００円

今週の表紙「旧小熊邸」千葉県我孫子市本町3丁目10番
旧水戸街道沿いにある、江戸時代の我孫子宿の問屋兼名主だった小熊甚左衛門のお屋敷です。天保2年（1831
年）の建築で、かつての脇本陣の姿を偲ばせる重厚な茅葺屋根です。 寛文5年（1665年）以来の我孫子宿の人
別帳、年貢などの古文書を保存しています。杉村楚人冠の湖畔吟社の句会会場でもありました。敷地内は非公
開です。

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。

