第２６４３回例会報告議事録
日時 令和３年７月６日（火曜日）
場所 ハート柏迎賓館
時間 １２：１５点鐘

国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲ ス ト : なし
ビジター : なし
S . A . A . : 米田友義

会長挨拶

依田会長
緊張します。
２０２１ー２０２２年度 我孫子ロータリークラブの会長を仰せつかりま
した依田でございます。
１年間よろしくお願いします。
大雨の被害についてですが、千葉県でも館山の方で少し被害があったそうで
す。心よりお見舞い申し上げたいと思います。
２０２１ー２０２２年度ですが、
クラブ活動方針についてお話しさせていただきま
す。
コロナの関係で例会もなかなか開けず、今年度の計画を今日聞かれる方も多
いと思いますが、本日１年の計画をお話しさせていただきますので、
よろしくお願いします。
先日、栁田幹事とガバナー補佐の佐々木さんとガバナー補佐幹事の長岡さんと４名で星野市長
の方に表敬訪問に行ってきました。先日作っていただいた新品のバナーを市長にお渡ししました。
大変喜んでくださいました。
まだまだコロナ禍で活動が１００％できるとは思っていませんが、
できる限りの活動をやって地域
に奉仕をして行きたいと思っています。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

野田会員のご紹介

上村英生会員
本日入会の野田佳宏さんをご紹介します。皆さんご存知の野田進会員のご子
息です。
私も２０年程前に野田さんが会社に入られた時からお付き合いさせていただい
ています。いろんな意味で仲良くさせていただいています。
私が２年前にロータリーに入会させていただいた時に一緒に入らない？と話し
たのですが、
いろいろありまして、一方、関根会員から上村と野田は絶対に入れる
んだということで、
ずっとせっつかれながら、
やっとこの日を迎えることができました。
人柄も穏やかで奉仕の心も持っていると思いますので一緒に活動していけると思います。ぜひと
もよろしくお願いします。本日はありがとうございました。

依田会長より野田会員へ
バッジと四つのテストを授与

ご挨拶

野田会員
本日、入会させていただきました野田佳宏と申します。つくし野で電気工事業を
営んでおります。
６年くらい前からたくさんの方に声をかけていただいていたのですが、いろいろ
事情がありまして、本日めでたく入会することになりました。
この場でいろいろ学ん
で自分の成長につなげていきたいと思いますので、
よろしくお願いします。

親睦委員会報告

上村英生委員長
７月７日がお誕生日の志賀会員は本日お休みですので次回お祝いしたいと思い
ます。
７月１４日がお誕生日の木村会員、
おめでとうございます。

木村会員より
依田会長をはじめ、栁田幹事、米田ＳＡＡ、上村親睦委員長とフ
レッシュな顔ぶれの中で、新年度一発目から誕生日のお祝いをし
ていただきました。ありがとうございます。恥ずかしいやら嬉しいや
らという感覚です。
我孫子市では７月１２日の月曜に６０歳から６４歳までのワクチン
接種券が発送されるそうですので、
ちょうど誕生日くらいに届け
ばいいかなと、
それを心待ちにしている状況です。
水害、災害で今、熱海の方は大変なことになっていますが、
こう
いう禍の中での自分の誕生日に自分の人生や生活を見直すい
い機会になるのではないかと思います。本日はありがとうございま
した。

プログラム委員会報告

服部委員長
プログラム委員長を仰せつかりました服部でございます。一年間よろしくお願い
いたします。
今日は何人かの方に卓話をお願いしました。
７月２０日は米山奨学生の方にお
願いしています。
８月は会員増強月間ですので、
８月１０日は荒井会員増強委員長、
８月２４日は新しく会員になられた野田会員に自己紹介をかねてお願いしたいと思
います。
９月１４日は、先月、会社の代表取締役に就任されて心機一転ということ
で福武会員にお願いしたいと思います。

本年度もよろ
しく興
お願い申し上げます。
スポーツ振
応 援 団についての報告
藤本会員
ちょうど１週間前に我孫子市商工会に行って、
スポーツ振興応援団の会議に
参加してきました。ほぼ一年間活動はありませんでしたが、中央学院大学さん、我
孫子のＮＥＣグリーンロケッツさんの報告を伺いました。
残念ながら中央学院大学さんは今年の箱根マラソンには参加できませんでし
たが、嬉しいこととしては日本体育大学の記録会で、
ある生徒さんが１万メーター
の日本最速記録を公式に出されたそうです。
ＮＥＣさんにおきましては、
トップリーグでの勝利はなかったそうですが、今後は我孫子市を含め、
柏、流山、鎌ヶ谷等の東葛エリアとジョイントして、
ＮＥＣグリーンロケッツ東葛と名前を変えて、地
元密着で活動していくとのことでした。世界的に有名な選手の方がコーチに就任されたそうで、
よ
り一層練習に励んでいきたいとのことでした。
地区より
今まで助走期間に５回ほど地区委員長会議はあったのですが、改めて梶原ガバナーでの初の
地区の委員長会議に今週の土曜日に参加してまいります。

出席委員会報告

２６名（出席免除者含む）出席（全員で３２名）

日暮委員長
出席率８１.２５％

幹事報告

栁田幹事
依田年度の幹事を務めさせていただきます栁田です。宜しくお願い致します。
・訃報です。我孫子ロータリークラブ第１４代会長の星野邦夫様が亡くなられた
そうです。本日の葬儀は家族葬とのことで、我孫子クラブからは鈴木会員の
み参加されています。
ご冥福をお祈りいたします。
・台湾の豊原ＲＣより感謝のメールが届いています。我孫子クラブからの１０万
円のお祝いへの感謝の意が書かれています。
・豪雨の被害について、国際ロータリー２７９０地区のガバナー事務局の方から
連絡がありました。千葉地区では館山自動車道が一部通行止になった以外は
被害はないとのことです。熱海地区への寄付については、地区ごとに対応す
るとのことです。被害に遭われた２６２０地区（静岡県、山梨県）
に関する情報
を求めているところだそうです。同地区より正式に災害支援要請が入り次第、
支援受付窓口の口座をお知らせします。
・今年度２０２１ー２０２２年度の大きな年間スケジュールについて
７月１３日
（火）
クラブ協議会およびガバナー補佐、補佐幹事公式訪問、
７月２７日
（火）
ガバナー公式訪問
１０月２４日
（日）社会奉仕事業
１０月３１日
（日）地区大会 アパホテル幕張にて
２０２２年１月１１日
（火）新年例会
２０２２年４月１４日
（木）合同例会および親睦ゴルフ大会
・来週７月１３日
（火）の通常例会の後に戦略計画委員会を開催します。対象の
方はお残りください。
・本日、理事会がありますので理事の方はお残りください。
・ロータリーの１００周年記念誌が５冊届いています。ご希望の方は松丸さんに
お申し付けください。

クラブ活動方針

依田会長
まず２０２１ー２０２２年度 役員・理事・委員会の組織図を発表させていただきます。
どうぞよろし
くお願いいたします。
今年度のクラブ活動計画書を福武会員の太平洋印刷さんに無理を言って今日に間に合わせ
ていただきました。本当にありがとうございました。助かりました。
今年度の活動への思いを会長挨拶でまとめてみました。一読させていただきます。
現在、新型コロナウイルスにより世界は激変し日本中が経験したことのない困難な時代を迎え
ています。人と人との繋がりも希薄になりライフスタイルも変化を余儀なくされております。
このか
つてない事態に、今どう向き合い、
どう変化をしていくかが大切になります。
ロータリークラブの原
点に立ち戻り柔軟に変化をしながら、人と人との繋がり、助け合い、思いやり、
を大切に活動して
いきたいと思います。
さて２０２１ー２０２２年度ＲＩシェカール・メータ会長は「奉仕しよう みんなの人生を豊かにする
ために(Serve to Change Lives)」というメッセージを発信しました。
「人々のために奉仕し、
そ
の人生をより豊かにするために援助していただきたい」と言っています。
そのメッセージを受け、梶原等ガバナーは「Love Other Spirit〜繋ごう次世代へ夢ある未
来に向けて〜」との地区スローガンを掲げました。
本年度、我孫子ロータリークラブも一番身近に苦しんでいる人々に奉仕をしていきたいと思い
ます。そして同時に一緒に奉仕活動を実践していく仲間も増やしていきたいと思います。
ロータリークラブに入り最高の財産は、信頼のある仲間との出逢いだと私は思います。親睦活
動を通じて仲間との信頼を育んでいける活動を実施していきます。例会でもオンラインを活用し
て何時でもどこでも参加できる体制を整えていきます。 例会に参加することがロータリー活動の
基本的な第一歩になります。メンバーひとりも取り残すことなく声掛けをして出席率を上げていき
ます。
職業は会員にとっても重要です。職業は社会にとって欠かすことのできない重要な機能でもあ
ります。職業奉仕の理念を地域の子ども達に伝えることで将来の夢の実現の一助になると考え
ます。
この理念を発信できる活動を行っていきます。

また入会年度が５年未満の会員を中心に研修を実施してロータリーでの奉仕の理念を実践する
ことの大切さを伝えていきます。
この一年を通して奉仕する事の楽しさと仲間との信頼関係の素晴らしさを実感できるような活
動を実施していきます。
ロータリーを楽しみましょう！
〈活動計画〉
１.コロナ禍で生活困窮となっている子育て家庭を支援する活動
２.オンラインも利用した出席しやすい例会設営の実施
３.仲間の増員、各会員が一人を紹介
４.信頼を育める親睦例会の実施及び家族親睦事業の実施
５.入会５年未満の会員に対する研修会の実施
６.職業奉仕の理念を伝える活動の実施
７.ロータリー財団・米山奨学金寄付への理解促進
８.ロータリーのイメージ向上の為の広報活動
本年はここに書いてあるように、身近な人に奉仕をしようということで我孫子市内の困窮して
いる方たちに寄付をする活動をメインにしていきたいと思っています。
倉持職業奉仕委員長と何度か打ち合わせをして社会福祉協議会にも出向き話を聞いてきまし
た。
我孫子には６４０世帯の子供を持つ困窮世帯の方が登録されており、
コロナ禍でもっと増えて
いると言われています。そういった所に少しでも寄付ができないかと思い、あびこ子ども食堂ネット
ワークにご協力いただいて、少しでも寄付を届けたいと思っています。
昨年、地区補助金を３０万円受けています。クラブからも３０万円を出して、我孫子の地産地消
の物産をお渡ししたいと思っています。
第二に会員増強についてです。今までは３人増強しよう、
５人増強しよう、
と数字の目標が多く、
そうやって無理やり数字のために勧誘しても辞める方が多かったようです。世界でもロータリアン
も１２０万人を切ってしまったそうです。シェカール・メータ会長も、一人が一人を紹介すれば、
もっ
とより多くの力になるとおっしゃっています。
今年は人数の目標は定めませんでした。
この人なら信頼を持って一緒に奉仕活動できるという
ような方を一人が一人、我孫子クラブに誘っていただければと思います。
職業奉仕、職業の理念ですが、個々の職業がすべて社会に貢献していると思っています。私も
そうですが、皆さん、誇りを持ってお仕事をされていると思います。これを子ども達に伝える活動
ができないかと思い、小池委員長に相談させていただいて、取り組めたらと思っています。具体的
には出前講師ではありませんが、皆さん会社の代表の方ですので、そのお話を子ども達に伝えて
いけたらと思っています。
まだコロナも収束していない状況ですので、危険の伴わないところで、ZOOM等も使って、
な
るべく例会は実施していきたいと思います。

閉会の言葉

本日はありがとうございました。

依田会長

ニコニコＢＯＸ
お名前
メッセージ
依田会長 一年間宜しくお願いします。
栁田幹事 １年間宜しくお願いします。
荒井会員 依田会長１年間がんばって下さい。
ニコニコＢＯＸ
石原会員
新役員の皆さま 宜しくお願いいたします。
小野会員 依田会長 栁田幹事 一年間よろしくお願いいたします。
上村英生会員 野田会員 よろしくお願いします。
上村文明会員 今年度依田会長 栁田幹事 よろしくお願い致します。
木村会員 誕生日お祝い有難うございました。
小池会員 依田会長、栁田幹事 一年間よろしくお願いします。
古谷野会員 依田会長、１年間よろしくお願いします。
関根会員 野田さん入会おめでとうございます。
服部会員 依田会長、栁田幹事、１年よろしくお願いします。
日暮会員 依田会長よろしくお願いします。
藤本会員 今年度もよろしくお願い申し上げます。
前田会員
依田会長、本年度よろしくお願い致します。
村越会員 依田会長１年間がんばって下さい。
米田会員 一年間 宜しくお願いします。
当 日 計
今期累計

金 額
１０,０００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
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
２７,０００円
２７,０００円

今週の表紙「古木庵タニヤ」千葉県我孫子市湖北台1丁目16番地3号
湖北駅から歩いて2分の場所にある蕎麦・うどん屋さんです。座敷の座卓席もあるので、小さなお子さんがい
ても安心してゆっくり食べられます。
カレーうどん、天せいろがお薦めです。

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。

