第２６４２回例会報告議事録（新旧交代式）
日時 令和３年６月２９日（火曜日）
場所 ザ・クレストホテル柏
時間 １８：３０点鐘

会長挨拶

ロータリーソング「手に手つないで」
ゲ ス ト : グエン・ビッグ・フォン様
ビジター : なし
S . A . A .: 小池喜之

村越会長
本日は本年度最後の例会ということで、会長のバッジを依田会長エレクトに引
き継ぎたいと思います。本来であれば夜間親睦家族例会という形の新旧交代式
を行うのですが、
まだコロナ禍ですので今回は変則的な例会として開催させてい
ただきました。
そのような状況下ではありますが、先週２５日
（金）
には本年度初めてで最後の
親睦事業であります親睦ゴルフ大会を開催することができました。
ご家族を含め
て１４名参加していただきました。栁田親睦委員長、
ありがとうございました。
また社会奉仕事業として手賀沼公園に我孫子観光案内板を寄贈させていただきました。その
贈呈式を昨日、我孫子市役所で行いました。
メンバー６名が参加してくださいました。市長から感謝
状を頂戴しました。
長い間作っていなかったのですが、
お手元にお配りした我孫子クラブのバナーを作成しました。
通常メーキャップをした時等、そのクラブと交換します。本来であれば５５周年記念式典の時にお
渡しする予定だったのですが、今日になってしましました。全部で１００本作ってあります。作成にあ
たっては福武さんの太平洋印刷さんの方にデザインしていただき作らせていただきました。福武さ
んが社長になられたということで、
よろしくお願いいたします。
姉妹クラブである台湾の豊原ロータリークラブが６０周年ということで、
６月１２日に記念式典が
行われました。本来であれば大勢でお伺いしてお祝いを申し上げるところなのですが、
こういう状
況下で入国もままならないため、
お祝い金１０万円を送金させていただきました。
本年度が始まる時点で活動計画書の一番最初に例会の充実と書かせていただきました。内容
はもちろん運営や出席の重要性を皆さんに理解していただくために、ベテラン会員の小池会員にＳ
ＡＡになっていただき、荒井運営委員長にはなるべく外部の卓話をとお願いしたのですが、
コロナ
がなかなか収束せず例会もままならず、急な予定の変更や中止もあるだろうとメンバーの皆さんの
卓話が中心になりました。それはそれで良い例会になったのですが、残念な気持ちもありました。実
際、上半期で通常例会は２４回開催される予定だったのが１９回開催、後半は２４回の予定が１１回
開催でした。
４８回開催予定だったのが、
３０回の開催でした。人数が多い他のクラブさんはほとん
ど開催できなかったそうです。
３０回開催できたことは本当に嬉しかったです。オンラインで参加して
くださった会員もいらして、ZOOMの設営をしてくださった依田クラブ管理運営委員長、本当にあ
りがとうございました。
会員増強に関しては、
こういう状況下で積極的な勧誘はできませんでした。年度末に澁谷会員
より高齢を理由に退会の届けが出て、理事会で受理させていただきました。一方、長い間お誘いし
ていた故野田進会員のご子息の野田佳弘様に入会していただくことになり、依田年度の最初の例
会で認証という形になります。
ロータリー財団への寄付に関しては、
もっと財団の意義についてお話ししなければいけなかった
なというところはあるのですが、一人当たり１５０ドルの寄付という目標はこの１１クラブ全クラブが
達成できたことはよかったと思います。ありがとうございました。
本日もゲストで来てくださっていますが、
フォンさん、例会に参加してくださって、
おじさんたちの癒
しになってくださってありがとうございました。米山奨学生のお世話をずっとしてくださった鈴木会
員、本当にありがとうございました。本年度の奨学生の呂さんが、中国から帰国しています。
２週間
の隔離期間ということで出席できないのですが、みんなでバックアップしていきたいと思っていま
す。
一年間私をいつもサポートしてくれた倉持幹事に感謝申し上げたいと思います。事務局の松丸
さんもありがとうございました。皆さんのおかげで一年間会長職を務めることができました。本当に
ありがとうございました。

ご結婚お祝い

米田会員
皆さん、
ありがとうございます。
この歳になって１回目ということ
はなく、
２度目なのですが、
１度目は２３の時にし、娘が２人います。
まだ若く家族に対して至らないところばかりでうまくいきませんで
した。
この度はご縁があって私は６月に５３になったのですが、
９歳
年下の人です。仕事も手伝ってもらっています。入籍はその年の
一番いい良縁の日の３月３１日にしました。
ロータリーの先輩方を見ていると奥様と仲良くされている事が
うらやましかったのですが、今回は一緒にゴルフに参加させてもら
ったり、皆さんと末長く仲良く一緒にいたいと思っています。
とても幸せな毎日を送っています。ありがとうございました。

親睦委員会報告

栁田委員長
５月１０日がお誕生日の荒井会員、
６月６日がお誕生日の鈴木会員、
１３日は前田
会員、
１９日は米田会員、
おめでとうございます。
５月２５日が結婚４５周年の鈴木会員、
おめでとうございます。

荒井会員より
本日は誕生日祝い、ありがとうございました。ロータリーに入って
９年目で９回目のお祝いをやっていただきました。毎回すごく嬉しく
思います。
コロナ禍の中、住宅地がすごく売れてます。今年は目一杯仕事を
頑張って、ロータリーにたくさん貢献したいと思っています。どうぞよ
ろしくお願いいたします。
鈴木会員より
新旧交代式で家族がいないのは初めてです。今年、理事長を息
子に渡して、ほとんどサンデー毎日の状態です。そうなると次に何を
したらいいのか日々悶々としています。これからどういう日々を過ご
すかが私の課題です。ロータリーの中でもやることはあるだろうし、
それ以外にも知らない世界に旅立つことも夢見ています。
前田会員より
３月、４月が家の方でバタバタしていて参加できず、５月はコロナ
で例会がなく、今日やっと参加できるようになりました。６月１３日
で４３になりました。まだまだ人間的にも仕事的にも頑張っていか
ないといけないところです。これからも精進していきますので、よろ
しくお願いいたします。
米田会員より
先ほどお祝いをいただいて引き続き誕生日のお祝いまでいただ
きまして、ありがとうございます。４１歳の時にロータリーに入会さ
せてもらって、５３になりました。荒井さんより１、２年先に入会しま
した。
２年くらい前に入院して、昨年は体重の現状維持みたなことを言
っていたのですが、現状維持できず、どんどん太りました。今、夜１
時間半くらい歩いています。結婚もしましたし、健康に留意して頑張
っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

鈴木会員より
本当に月日が経つのはあっという間です。これはおそらく私より
家内に渡すべきもので、よくこんな難しい男と長い間つきあってくれ
たと思います。本当に感謝しかありません。
時を刻むというのはいいものです。涙の時も素敵だし、笑顔の時
も素敵だし、本当に生きていくっていうことは楽しいことだと思いま
す。ありがとうございました。

出席委員会報告

３２名（出席免除者含む）出席（全員で３２名）

出席率１００.００％

前田委員長

幹事報告

倉持幹事
本年度幹事を担当させていただきまして、会員の皆様には本当にお世話にな
りました。ありがとうございました。人前で話すことがあまり得意ではないので、
今日は最後なので少し話そうと思って考えて来たのですが、ほとんど村越会長
が話してしまったので、思いは会長と同じということで割愛させていただきます。
今年は休会が多く思ったような事業活動もできず悔しい思いをしたのですが、
悔しい思いと寂しい思いで本日を迎えています。
例会に関しては依田会員にズームでやっていただいて、新しいことにもチャレンジできた一年だ
ったかなと思っています。
なかなか今までのようにはいかないと思います。こういう状況が少し続くと思いますが、できる
ことを精一杯やっていければなと思っています。至らない点が多々あったと思いますがお許しいた
だき、栁田幹事に引き継ぎたいと思います。そして、
なで肩にならない程度に肩の荷を下ろしたい
と思います。一年間ありがとうございました。

新旧交代式

村越会長より依田次年度会長へ
会長バッジとタスキを授与

ご挨拶

倉持幹事より栁田次年度会長へタスキを授与

依田次年度会長
第５６代会長に就任させていただきます依田と申します。よろしくお願いいたし
ます。
５５年紡いでこられた先輩方に感謝申し上げます。そしてコロナ禍の中、一
年間務め上げてくださった村越会長、本当にお疲れさまでした。例会の開催の
決断、中止の決断はすごく大きかったと思います。その決断に敬意を表したいと
思います。
この２０ー２１年、村越会長の年度は記憶に残ると思っています。
２１ー２２年もまだコロナが落ち着かない中ですが、できる限りのロータリー活
動をしていきたいと思っています。

私は米田会員からの紹介で７年前に入会させていただきました。まだ開業したてでペーペーで
したので入会にすごく悩んだのですが、その業種で地域で一番になろうと思っておりました。職業
に誇りを持って仕事をし、人に尽くし世の中に貢献することがロータリーの職業奉仕につながると
教わりました。各分野の職業の方が集まったロータリーに入会させていただいて、会長職を任さ
れたことに感激をしております。
職業奉仕を教わり、職業を通して頑張って仕事をして稼いだお金を寄付すると聞きました。私
はそれまでそういうことを考えたことがありませんでした。それがI serveと言われました。
もう一
つ、We serveという、みんなで集まって奉仕をすることも教わりました。それは青年会議所で教
わって来ました。
この二つの奉仕を来年一年間頑張っていきたいと思います。
ロータリーで学んだことはもう一つあります。四つのテストです。入会した当初は、
「良い言葉に
は違いないけれど、何なんだろうな、
これは」と思っていました。事務所にも飾ってあります。最近、
この四つの言葉の重みに考えさせられています。真実かどうか、みんなに公平か、好意と友情を
深めるか、みんなのためになるか、何か決断する時は、必ずこの四つのテストの言葉をかみしめて
決断していきたいと思っています。今までは何も考えずにいろいろやってきましたが、
このロータリ
ーの四つのテストの言葉をかみしめながら決断すると、決断の幅が広がって来ました。
これを教え
てくれたのもロータリーの先輩方です。この思いを来年一年間につなげて頑張っていきたいと思
っていますので、皆さん是非よろしくお願いいたします。

ご挨拶

栁田次年度幹事
来年度、幹事という大役を務めさせていただく栁田でございます。ロータリー
歴は４年目で、事業を始めてからまだ７年です。それまではずっとサラリーマンを
やっていました。今、会長がおっしゃっていた「みんなに公平か」とか、そんなこと
は一切考えずに「あそこの販社には絶対負けねえぞ。どんな手を使っても勝つ
んだ」と、
こんな商売をしていました。そんな中で、
この我孫子地域の中で先輩で
ある皆様が伝統を持って商売をされていて、
ロータリークラブに入って本当に毎
日が勉強になっております。ちょっとしたことでも荒井先輩、米田先輩、小池先輩方は親身になっ
て考えてくださる兄貴的な存在で、
日々の商売の活動の時も、何か決断する時も、あの方だった
らどう考えるかなと考えています。今までだったら、何でもかんでもやっちまえ、俺が勝てばいいん
だ、
くらいの感じだったのが、いろいろ考えさせられることもあり、非常に勉強になっております。
入会のきっかけは、某銀行さんのコンペで一緒になった先ほどの３名の方と一緒になり、
おいし
い肉を食いに行くぞと言われ叙々苑に連れていかれたことでした。振り返ってみれば、本当に日々
勉強させていただいており、皆様に感謝しています。
そんな中、いきなり依田さんが会社に来るということで何かと思ったら幹事のお話をされ、
「い
やぁ」と思ったのですが、依田さんの情熱に負けお断りすることができず、
この人のために頑張っ
てみようと思い、幹事という大役を受けさせていただきました。
まだ３年、
でももう３年経っておりま
すので、
日々勉強ではございますが、依田会長を支えられるように、縁の下の力持ちにならないと
いけないのですが、ついつい私は癖で前に出てしまうので、なるべく後ろに行くようにして、全力
を尽くして会長を盛り上げていきたいと思います。それは私と会長だけではできませんので、皆様
のご協力とお気持ちの方を共有させていただいて、
ご協力いただければと思います。
７月から、
ど
うぞよろしくお願いいたします。

村越会長、倉持幹事

一年間ありがとうございました。

閉会の言葉

村越会長

皆様、本当に一年間ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ
お名前
村越会長
倉持幹事

メッセージ
１年間ありがとうございました。
１年間ありがとうございました。
親睦ゴルフ優勝させて頂きました。
荒井会員
ニコニコＢＯＸ
誕生日祝い ありがとうございました。
石原会員
米田会員、ご結婚おめでとうございました！
梶会員
会長 幹事 １年間ありがとうございました。
小野会員 会長 幹事 一年間お疲れ様でした。
村越会長、お疲れ様でした。
上村英生会員
依田会長エレクト、よろしくお願いします。
会長 幹事 １年間おつかれさまでした。
上村文明会員
思うようにいかなかった一年でしたね。
会長幹事 一年間おつかれ様でした。
小池会員
ゴルフ３位いただきまして、
ありがとうございました。
古谷野会員 会長幹事 本当にありがとうございました。
塩毛会員 無事に新旧交代式を迎えられたことに乾杯！！
志賀会員
新・旧交代式、新しい会長ガンバッテください。
村越会長おつかれ様。依田新会長エールを送ります。
鈴木会員
お祝（結婚、誕生）感謝！！
関根会員 １年間ありがとうございました。
寺井会員 会長おつかれさまでした。会長賞いただきました。
服部会員 村越会長、倉持幹事１年間ありがとうございました。
福武会員 会長幹事お疲れ様でした。
藤本会員 村越会長、倉持幹事１年間ご苦労様でした。
前田会員
次年度もよろしくお願いいたします。
松本会員 村越会長おつかれさまでした。感謝！
栁田会員
会長 幹事 ありがとうございました。
依田会員 ２１ー２２年度どうぞ宜しくお願いします。
お祝い ありがとうございました。
米田会員
会長 幹事 お疲れ様でした。
親睦委員会より
当 日 計
今期累計

金 額
１０,０００円
１０,０００円
3,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
５,０００円
1,０００円
２,０００円
1,０００円
１０,０００円
1,０００円
3,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
３０,０００円
1,０００円
８９,０００円
５７０,０００円

今週の表紙「中野治房邸」千葉県我孫子市中里48番
中野家は旧中里村の旧家で名主を務め、酒造りを営みました。13代目当主の治房（はるふさ）は植物学者・理
学博士・東大教授で、戦後は湖北村村長も務めました。「湖北村誌」 の校閲者で、郷土の文化向上に尽くしま
した。手賀沼の水生植物ガシヤモクに学名をつけた人でもあります。煉瓦塀は県内で最古の部類の煉瓦建造物
で大変貴重です。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。

