
第２６４４回例会報告議事録
日時　令和３年７月１３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「我らの生業」
ビジター	:	なし
S.A.A.	: 	米田友義

　はじめまして。この度２７９０地区１１グループ、ガバナー補佐を拝命しました柏東
ロータリークラブの佐々木るみ子と申します。よろしくお願いいたします。
　私の役目は梶原ガバナーの思いを１１グループの各クラブにお伝えすること
と、１１グループのクラブの皆様の希望や意見を地区に届けることだと思っていま
す。会長幹事さんとは密に連絡を取っておりますので、ご意見等ありましたら会長
幹事さんの方にお伝えください。

　今、お配りした資料は今回初めての試みである、地区としての３つのプロジェクトについてです。
　昨年、茨城の地区のクラブさん達で海岸清掃を行いました。昨今、マイクロプラスチックが海
を汚して魚達に影響が出ているためです。このプロジェクトについてガバナー会議で発表され、
２７９０地区の梶原ガバナーが賛同し、私たちもやることになりました。９月１２日に海洋清掃を賛同
するクラブが一斉に日本各地でやれば、点が面に変わります。水辺に特化したごみゼロ運動です。
理事会で承認していただき誠に感謝しております。

ガバナー補佐 佐々木るみ子様ご挨拶

　理事会の報告をさせていただきます。
　地区より９月１２日（日）に全国のロータリアンが水辺の清掃をするということで、
当クラブは手賀沼の清掃を行うことになりました。
　世界ポリオデーの１０月２４日（日）に、全国のロータリーで一斉に祈願をします。
社会奉仕事業を予定しておりますので、その事業の前に祈願を行いたいと思って
います。

　トレイン・ジャックという企画があり、エンド・ポリオということで常磐線各駅停車沿線のクラブと
３５クラブで電車の中吊り広告を出すことになりました。１クラブ１万４千円の負担になります。
　１０月２４日（日）に社会奉仕事業として手賀沼親水広場にて事業を開催します。詳細については
後日お知らせしますので日程のみお知らせいたします。
　川村学園さんにご挨拶に伺ったのですが、まだ会場使用の方はご遠慮くださいとのことでした。
当分の間はこちらのハート柏さんで例会を開催いたします。
　ＯＢ会員の星野邦夫様の訃報を先週お知らせしたのですが、有志で我孫子クラブの名前でお
花をお届けすることにしました。
　我孫子ロータリーの名刺ですが、会長幹事は作っていただいているのですが、委員会の方の名
刺は作っておりませんので、年度ははずして我孫子ロータリーという形で名刺を作りたいと思いま
す。必要な方はお申し出ください。実費になります。
　昨年度に申請しました地区補助金が２７５２ドル、約３０万円ということで決定しました。今年の社
会奉仕事業に活用させていただきたいと思います。
　今日も大谷選手が活躍していました。日本人のスポーツ選手が非常に活躍していてワクワクし
ています。
　２００６年に保険会社で働いていた時、営業成績のスランプに陥り悩んでいました。そんなある
日、電車の中吊り広告で宮里藍選手が「目の前の一球を精一杯打て」と言っているのを見ました。
それ以来、小さい契約でも大きい契約でも全力を尽くして相手のことを考えてするようにしました。
　このロータリーでも、まだまだ未熟な会長ですので、わからないことが多いのですが、一回一回
の例会を精一杯こなして、一年終えた頃に先輩方によかったよと評価していただければいいかなと
思いながら、この一年頑張らせていただきたいと思います。
　今日はクラブ協議会もあります。どうぞよろしくお願いいたします。

依田会長会長挨拶
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呂 蘇幸さんより
　お久しぶりです。父親が病気で４月末から２ヶ月間、実家の雲南に帰
っていました。親孝行をしながら父親の病気に対する不安を解消する
ことが、この２ヶ月間で一番有意義なことだったと思います。先月末に
日本に帰ってきました。皆様も是非お大事に過ごしてください。

米山奨学生 呂 蘇幸さんへ米山奨学金授与

　１０月２４日の世界ポリオデーの日に成田山新勝寺で祈願を行います。昨年、高野山で祈願がさ
れ、メディアに取り上げていただいて有名になりました。今回はポリオとコロナをかけて祈願を行いま
す。これも点から面の活動になればと思っています。
　同じく、１０月２４日にポリオ撲滅キャンペーンとしてトレインジャックを行います。東京のある医師
の方が国境なき医師団で現地でポリオ接種をしていましたら、皆さんロータリーのことを全く知らな
いということを知り、今は、いいことをしたら世の中に知らせるのもひとつなのではないか、というこ
とでトレインジャックを行うことにしました。女性車両全部にロータリークラブのポリオ撲滅について
の広告を出します。協賛金１万４千円の承認をしていただき、ありがとうございます。
　それとは別に何かイベントができたらいいよねと考えております。それをクラブ単位でやるのか、
１１グループ全体でやるのか、私個人の希望としては１１グループ全体でやりたいと思っています
が、これから会長幹事会で決めていきたいと思っています。
　地区からの３つのお願いとご挨拶を兼ねてお邪魔させていただきました。
　７月２７日にガバナー公式訪問があります。１１グループ第１回目の公式訪問となります。未熟な私
を筆頭に、会長幹事さんと協力しながら、皆様の協力を得ながらできたらいいなと思います。
　地区のスローガンは「繋ごう次世代へ夢ある未来に向けて」です。一年間、そのスローガンに沿
った奉仕活動を皆さんと楽しくできたらいいなと思っております。ありがとうございました。

本日は特にありません。
上村英生委員長親睦委員会報告

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：梶会員、斎藤会員、三枝会員、日暮会員、前田会員

関根会員（代理）出席委員会報告

・国際ロータリーのガバナー事務局より奉仕プロジェクトセミナーのご案内が
奉仕プロジェクト委員長、社会奉仕委員長、国際委員長、会長あてに来ていま
す。９月２５日（土）１３時〜ＴＫＰガーデンシティ千葉にて行われます。後ほどご
参加の有無を取らせてただきます。
・柏西ＲＣより活動計画書受理。ご興味のある方は目を通していただければと
思います。
・国際ロータリーの１００周年記念誌が１冊２千円でのご案内となります。ご希望
の方は幹事までお声がけください。
・年会費納入をお願いいたします。

栁田幹事幹事報告

例会を閉会します。
依田会長閉会の言葉



クラブ協議会

会場監督　米田Ｓ.Ａ.Ａ.
　今、コロナ禍により例会や事業の予定変更等が生じる中ですが、会場監督とし
て職務を十分に理解し、会場の品格と秩序を保つよう努力したいと思っています。
会長幹事、各委員長、事務局と協力し例会のスムーズな進行に努めたいと思いま
す。
　活動計画としては、例会の円滑な運営、楽しく実りある例会運営、各委員会との
協力、例会会場での秩序ある行動、という風に計画しております。どうぞ一年間よ
ろしくお願いいたします。

親睦委員会　上村英生委員長
　親睦はロータリアンの仲間意識を強め、奉仕に対する意義を再確認する大事な
柱にもかかわらず、昨年のコロナ禍により一年以上機会が失われてしまいました。
今年度は会員と、活動を支えてくれている家族への感謝の機会を取り戻せるよう
な親睦活動を行っていきたいと思っています。コロナの収束状況をふまえながら少
しずつ親睦活動を活発化させます。一年間よろしくお願いします。

社会奉仕委員会　倉持委員長
　社会奉仕の活動方針は、ロータリアン一人一人の個人生活、事業生活、社会生
活に奉仕の理想を適用することを奨励することとされております。ロータリアンとし
て地域に目を向け、今、必要としていることを適切に把握し、奉仕活動を実践する
ことが責務であると考えます。
　現在、コロナ禍において影響を受けている市民は少なくありません。我孫子市で
は数百を超える子どもがいる世帯が生活に困窮しており、今もなお増えています。
本年度、コロナ禍で苦しむ我孫子の子ども達を地元農産物で救えと題し、地元農
産物を困窮世帯へ配布し、同時に地元生産者への支援も行い、明るい明日への
一歩を踏み出す一助となることを目的として子ども食堂を企画し、一番身近で苦し
んでいる人 に々奉仕をしていきます。
　また、環境保全では手賀沼環境整備に関わる奉仕活動へ積極的に取り組むほ
か、ロータリークラブの活動を多くの人に知ってもらえるように地域のイベントにも
参加します。
　活動計画としては、
・子ども食堂の企画開催
・地域の問題を解決するための社会奉仕活動の実施
・青少年奉仕活動の実施
・手賀沼清掃への参加
です。
　今年度の社会奉仕委員会のメンバーは梶会員、小池会員、古谷野会員、小野
会員、三枝会員、塩毛会員、瀧日会員、服部会員、村越会員、栁田会員、湯下会員
です。このメンバーを中心にクラブ全体で取り組んでいければと思っています。一
年間よろしくお願いします。

会員増強委員会　荒井委員長
　会員増強はクラブにとって永遠の課題と言われてきました。我孫子クラブでも会
員の減少に苦しんでいた時期もありました。会員増強はクラブを永続させるために
最重要課題になりますが、なかなか増えないのが現実です。
　今年度は、会員増強の人数を設けず、奉仕の理念を信じ一緒に活動できる仲間
を増やすことを目標に活動していきたいと思います。各会員が一人を紹介し、例会
にオブザーブしていただけるように積極的に呼びかけます。
　活動計画として、
１.各会員から一緒に活動したい仲間リストの作成
２.通常例会、親睦例会へのオブザーバーを増やす活動
３.一緒に奉仕の理念を信じ活動できる仲間の増員
　頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。

各委員会のクラブ活動計画



ロータリー財団委員会　上村文明委員長
　今まで松本会員がずっと財団委員長をされていましたが交代しました。松本会員
と一緒にやっていきたいと思います。
　活動方針、活動計画としては、ロータリー財団のことを皆さんによくご理解して
いただき、たくさんのご寄付の方を皆さんにお願いしたいと思います。
　ロータリー財団はロータリークラブや地区を通じて実施され、承認された人道
的・教育的活動の支援のために寄付金を分配する非営利団体です。皆様の貴重
な寄付金は寄附金控除の対象になります。
　ロータリー財団は、世界で、地域社会で、自分自身の中で持続可能な良い変化
を生むために人々が手を取り合って行動する世界を目指しています。
　ロータリー財団は世界で良いことをするためにＲＩと一体になり、ポリオプラス、世
界平和の構築、３つの重点分野を中心とした人道奉仕の活動を支援しています。
　寄付は第２の奉仕活動です。２７９０地区は寄付金ゼロクラブを根絶するというこ
とでやってきています。我孫子クラブはクラブから出ているものと、皆様方に１１月
に特別な寄付をお願いしています。
　右にロータリー財団の特別寄付をどなたがどれだけされたかが書いてあります。
恥ずかしいことに私も大変少ないのですが、４桁には必ず到達するようにがんばっ
ていきたいと思います。
　ロータリー財団の活動をご理解の上、１１月の財団月間にはクラブ会員全員の
寄付を目指し、多くの会員の皆様にポールハリスフェロー、寄付金合計１０００ドルを
目指していけるよう、よろしくお願い申し上げます。
　
職業奉仕委員会　小池委員長
　職業奉仕にはクラブとしての役割とクラブ会員としての役割があります。
　クラブとしての役割は、職業奉仕の本来のあり方を啓発し、模範的な職業奉仕
の実践例を示すことによってロータリーの理念とする職業奉仕を実践、奨励するこ
とだと思います。
　会員個人としての役割は、職業奉仕の原則に基づき、自らの職業を律し、職業を
通じて社会に奉仕することです。
　今年は卓話を通じて職業奉仕の実践を紹介し、会員相互の職業奉仕の意識を
高め、ロータリアンとしての職業奉仕を実践したいと考えています。
　職業奉仕の理念を地域の子ども達へ伝える活動にも取り組んでいきたいと思
いますので、皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

国際奉仕委員会　木村委員長
　奉仕の第４部門である国際奉仕は、書物や通信を通して、他国の人 を々助ける
ことを目的としたクラブのあらゆる活動やプロジェクトに協力し、他国の人 と々の親
善、平和を推進するために会員が行う活動です。
　ポリオプラスへの支援、青少年、交換留学生への支援等さまざまな活動があて
はまります。
　当クラブでは毎年、米山奨学生のサポートをしており、今年度は中国からの奨学
生、呂蘇幸さんを２年間、我孫子クラブでサポートさせていただきます。
　また姉妹クラブ、ハワイのアラモアナクラブ、台湾の豊原クラブとの交流があり
ます。
　コロナの影響でいろいろな奉仕活動が滞っていますが、状況が落ち着いたら積
極的に協力し、参加していきたいと思います。

プログラム委員会　服部委員長
　活動計画として、
１.各委員会と協力し、ロータリー月間のテーマにそった各委員長による卓話をお願
いします。
　８月は会員増強月間ですので、荒井委員長に卓話をお願いしています。
２.外部卓話の充実をはかり、知識の向上や啓蒙を深める
　コロナ禍のこういう状況ですので、例会が順調に開かれるかどうか不確かな面
もあって外部卓話は依頼しにくいのですが、可能な限り外部卓話を入れたいと思
っています。



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

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。

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。

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。

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

今週の表紙「レストラン かじ池亭」千葉県我孫子市日の出1521番地10号
天王台駅から車で約5分、NEC我孫子工場の脇にある高級レストランです。国道6号沿いの「かあちゃん」と
いうお店が移転開業して「かじ池亭」になりました。四季折々の豊かな自然を満喫できる広い庭園がありま
す。敷地内にあるかじ池には様々な野鳥が集まり、食後に広い庭を散策することもできます。メニューはあっ
さりした味付けのフレンチが中心で、落ち着いて、ゆっくりと食事をしたい時にぴったりのお店です。

ニコニコＢＯＸ

お名前 メッセージ 金　額
ガバナー補佐
佐々木るみ子様 5,０００円　

依田会長 佐々木ガバナー補佐、長岡ガバナー補佐幹事ありがとうござ
います。１１グループ盛り上げましょう。 1,０００円　

荒井会員 ガバナー補佐、補佐幹事よろしくお願い致します。 1,０００円　
上村英生会員 クラブ協議会おつかれ様でした。 １,０００円　

上村文明会員 本日は１１Ｇガバナー補佐、佐々木るみ子様、補佐幹事、長岡哲也様、有りがとうございました。 １,０００円　

小池会員 ガバナー補佐、補佐幹事をむかえて。 １,０００円　
寺井会員 会長、ガバナー補佐、補佐幹事ありがとうございました。 １,０００円　
服部会員 佐々木ガバナー補佐様、１年間よろしくご指導下さい。 １,０００円　
藤本会員 遅くなり申し訳ありません。 1,０００円　
村越会員 早く梅雨が終ってほしいものです。 1,０００円　

当 日 計 １４,０００円　
今期累計 ４１,０００円　

ニコニコＢＯＸ

　会員の相互理解を深めるような卓話をお願いしたいと思います。自分を知ってい
ただく良い機会ですので、フリーテーマの他、職業観、人生観、生い立ち等のテー
マでお願いしたいと思っています。

研修リーダー　村越直前会長
　直前会長ということで研修リーダーを務めさせていただきます。研修委員会はベ
テランの瀧日会員、上村文明会員、松本会員がいらっしゃいますので安心していま
す。
　入会５年未満の会員を対象とした研修を実施する予定です。例会の中で研修が
できればと思っています。昨年度、初めて地区のＲＬＩ修了者、ディスカッションリー
ダーが誕生しましたが、今年度も若手のメンバーを中心に積極的に地区の研修に
参加するようにしたいと思います。
　地区の方で昨年、ロータリー談義の集いというものが行われましたが、これをク
ラブでも取り入れて若手会員、ベテラン会員の交流の場にしたいと思います。

講評　佐々木るみ子ガバナー補佐
　僭越ながらお話させていただきます。
　我孫子クラブさんはとても歴史があります。柏東クラブの親クラブさんとなって
います。だいぶ昔に例会に参加させていただいた記憶がありますが、今回初めて正
式に例会に参加させていただきました。
　活動計画書の内容も本当に素晴らしいと思います。歴史のある重みや素晴らし
い見識の基本を皆様の発表の中から感じました。やはり、さすが我孫子クラブさん
だなという気持ちです。１１グループのリーダーとして我孫子さんには引っ張ってい
ただきたいという気持ちがありますので、是非とも１年間、皆さんと一緒に良いロー
タリー活動をしながら楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。


