第２６４９回例会報告議事録
日時 令和３年１０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「それでこそロータリー」
ビジター : なし
S . A . A . : 米田友義

ゲ ス ト : 米山奨学生 呂 蘇幸さん
ＮＥＣグリーンロケッツ東葛
荒井真悟様
ＮＥＣグリーンロケッツ東葛 パートナー営業 有馬様
我孫子市子ども食堂ネットワーク事務局
我孫子市社会福祉協議会
ボランティア市民活動相談窓口「て・と・り・あ」
市民コーディネーター
藤田絵里様

会長挨拶

依田会長
今日はＮＥＣグリーンロケッツ東葛より荒井様と有馬様、我孫子福祉協議会よ
り藤田様、
ようこそ我孫子ロータリークラブの例会にお越しいただきましてありが
とうございます。
先週の理事会の報告をさせていただきます。
出席の免除の件についてですが、年齢＋ロータリーの所属年数が８５以上にな
ると出席義務が免除されるというものです。今月より塩毛会員と小池会員が該当

されました。
先日の７日に地震がありましたが皆さん大丈夫だったでしょうか。そこそこ揺れましたが、警報や
市役所の放送の方が怖かったです。
１０年前の２０１１年には、青年会議所の理事長をやっていま
した。支援をしたいということで微力ながら物資を集め、石巻まで運びました。ツイッターで現地で
今、何が不足しているかを調べ、歯ブラシ、
リップクリーム、
ウェットティッシュ、
オムツ等をメンバーで
集め、石巻の市役所まで行ったのですが、実は受け取ってもらえませんでした。避難者が１００人い
たら１００個ないと不公平なので市役所では受け取れないとのことでした。避難所に直接行って、
受け取ってもらいましたが、少し違和感を覚えました。
先日、我孫子の子ども食堂に行った時に、数の揃っていない食材をおばさん達が工夫をして采
配をして配っているのを見て、
これでいいんじゃないかと思い、気持ちがスッとしました。災害時等、
緊急の場合はうまく采配をして、平等を保つようにすることが大事なのではないかと思いました。子
ども食堂に行かせていただいて、
すごく勉強になりました。
何に困っているのかをしっかり見極めて給付をすることが大切だと思います。我孫子ロータリー
クラブもそういった思いで社会貢献活動をやっていきたいと思いますので、是非よろしくお願いし
ます。

依田会長から米山奨学生 呂 蘇幸さんへの奨学金授与

米山奨学生 呂 蘇幸（ロ・ソコウ）
さん
９月はコロナが大変で例会がなくなり残念でした。
秋の音が聞こえる美しい季節が到来しました。
１０月になり皆様
と例会で会えるようになって嬉しいです。
アメリカのインディアナ州で開催された国際会議で私が投稿し
た論文が取り上げられましたが、
リモートで参加しました。現場で
参加できなくて残念でした。
７月末に南柏で私の研究内容、未来に向けてのスマートシティ
や自動運転の研究について発表しました。準備が不十分で発表
は完璧ではなかったと思います。機会があればまた我孫子クラブで卓話をさせていただきたいと思
います。以上、近況の報告です。

親睦委員会報告

日暮会員（代理）
上村親睦委員長が欠席のため代理で発表させていただきま
す。
まず誕生祝いです。
１０月２７日で５８歳になります。自分の歳も
忘れるような感じですけれども、
どうもありがとうございます。
続いて、親睦ゴルフコンペ開催の件についてです。お手元に案
内があると思いますが、
１２月３日
（金）
に藤ヶ谷カントリークラブに
て開催されます。

出席委員会報告

三枝会員（代理）

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： 荒井会員、上村英生会員、木村会員、野田会員、福武会員、前田会員、
湯下会員

社会奉仕委員会報告

倉持委員長
１０月２４日
（日）
に社会奉仕事業として子ども食堂、
フードパントリーというもの
を開催します。休会が続き詳細を説明できていなかったのですが、
グループライン
の方に内容をアップさせていただきました。本日、
お手元に資料をお配りしました。
本日、例会後に詳細についてご説明し、来週の例会でご報告します。
共催していただく我孫子市子ども食堂ネットワーク事務局「て・と・り・あ」の藤
田様に本日お見えいただきました。我孫子市の子ども食堂の現状についてお話し
していただきます。
我孫子市子ども食堂ネットワーク事務局
我孫子市社会福祉協議会 ボランティア市民活動相談窓口
「て・と・り・あ」
市民コーディネーター 藤田絵里様
お手元に資料を、
ロータリークラブさんのフードパントリーのチラシ以外に３つ
お配りしました。
我孫子市には現在、社会福祉協議会と我孫子市役所が把握している子ども食
堂が８箇所あります。そのうちネットワークに加入している食堂が７箇所あります。
コロナが流行するまでは、
だいたい月に１回か２回ほど子ども食堂を開催していましたが、昨年の
２月くらいから休止状態でした。昨年６月くらいに国から特別給付金が支給されたので、その寄付
金を使って困っているご家庭に無料でお弁当や食材を配布できないかと考え、現在、児童扶養手
当受給家庭と、
お子さんがいる生活保護受給家庭、約６２０世帯に２ヶ月に一度通知をお送りする
時に子ども食堂のチラシを送らせていただいています。
今回、
２４日にロータリークラブさん主催でやっていただけるフードパントリーには現在７８世帯、
２４３食のお申し込みが来ています。今回、仮装等のイベントも企画してくださり、皆さん非常に楽し
みにしてくださっています。
どうぞよろしくお願いいたします。

米山奨学委員会報告

鈴木会員
米山月間です。米山奨学会はアジア方面を中心にわりあい恵まれない国から
日本で学びたいという学生を招いて、
その留学生たちがロータリーが支援する米
山奨学生として日本で生活し、やがてそれぞれの国に帰って世界平和のための
礎になってほしいという思いで米山梅吉さんが始められた活動です。
今年も米山の特別寄付の月間になりましたので、
１ヶ月ほど回りたいと思ってい
ます。
コロナのことで世界中が混迷しており、留学生も大変な苦労とされていると
思います。
どうぞ米山奨学生の火を消さないように、
これからのロータリアンはご尽力いただけたら
と思います。

幹事報告

卓話

栁田幹事
・１０月１８日
（月）
〜１０月２４日
（日）の１週間、
ＪＲ常磐線の各駅停車、つくばエク
スプレスの１両目、女性車両全体にポリオデーの中吊り広告が掲示されます。
・１０月２４日
（日）の世界ポリオデーに、ポリオとコロナの撲滅祈願ですが、午前
９時に柴崎神社で祈願を行います。
同じ日に社会奉仕事業の子ども食堂を開催しますが、その準備を午前９時頃
から始めないと間に合わないので、若手の方はテントの組み立て等の準備の
ご協力をお願いいたします。後ほど打ち合わせてお伝えします。
・１１月１１日
（木）の情報研究会は５年未満の会員の参加になっておりますが、
コ
ロナの影響で４名の参加としぼらせていただきました。依田会長と私、それか
ら次期会長幹事とさせていただきます。
ＮＥＣグリーンロケッツ東葛 荒井真悟 様

今日はラグビー界でどんなことが起こっているのかを皆さんに知っていただきた
くて資料を持って来ました。
皆さん、
ラグビーのリーグ名をご存知でしょうか。
２０２２年１月から新リーグが始
まりますが、国内リーグの認知度は野球やサッカーと比べるとまだまだ低いです。
「ジャパン・ラグビー・
トップリーグ」というのが２０２０年まで行われていました。
２０２２年に開幕するリーグは、
２０５０年にラグビーワールドカップをもう一度日本
でやりましょう、
日本代表が日本で優勝するためのリーグを作りましょう、
ということで出来た新しい
リーグです。
「ジャパン・ラグビー・リーグ・ワン」というリーグを立ち上げることになりました。
Ｊリーグと同じような要件が設けられています。たとえば、サッカーで言うホームスタジアム、
ラグ
ビーで言うホストスタジアムをどこにするか。練習グランドは我孫子なのですが、柏の葉運動公園
をポストスタジアムにしました。今年の８月にリーグワン、サッカーで言うジェイワンリーグに入ること
ができました。
チーム名は最初は我孫子・柏も考えたのですが、
自治体名は一つでなければいけないとのこと
で、県に挨拶に行った時に柏の葉は東葛のためにあるという話を聞いて、柏の葉を中心に東葛６
市と２市（白井市と印西市）
の８市に支えていただこうということで、
チーム名をＮＥＣグリーン・ロケ
ッツ東葛にしました。
名前が変わっても中身が変わらなければ何も変わりませんので、新しいチームを作ろうとしてい
ます。新しい人をトップに置いてチームを作りましょうということで会社の方も人選をしていました。
ノーサイドゲームとか見られると思いますが、会社の部活動はチケットが売れようが人が入ろう
がどうでもいいという中で活動してきました。
２００２年のリーグ開けの後、
２、
３、
４、
５年と４年間日本一を取っていたのですが、
ラグビーの認知
度も低く、優勝してもチケット収入もなく、我孫子市をパレードしたわけでもありませんでした。
そういうこともあり、千葉県船橋市出身の梶原健がＮＥＣグリーンロケッツのチーム運営の代表
として就任してくれました。
会社の部活動ではなく、全てを考え直し、
チーム全員に意味を知ってもらえるようなロゴを作りま
した。
チームスローガンや理念も新たに考えました。理念は「スポーツを通じて、
より良い社会づくりに
貢献し、
ＮＥＣロケッツに関わるすべての皆さまに愛され、必要とされる存在になる」となり、今まで
とは見てる方向が全然違うチームになりました。
他のラグビーチームにはプロラグビー選手という日本人のプロ選手が多数在籍するのですが、
グリーンロケッツはプロ選手がゼロでやってきました。昨年と一昨年にはリーグ最下位になってしま
い、選手強化と指導者強化ということで、
オーストラリア代表の監督マイケル・チェイカ氏を招聘し
たり、田中史朗選手を招いて、現役を引退した後には地域の子ども達とラグビーを密接につなぐた
めのアンバサダーというようなことも期待しながら来てもらっています。ティム・ベネットや児玉健太
郎のような日本代表の経験がある選手達も新たに加わってくれました。外国人も補強しています。
チーム強化もどんどん進めて、皆様に応援してもらえるようなチームにしていきたいと思っていま
す。
１２月１８日
（土）
に柏の葉で練習試合を行います。
ご興味がありましたら是非、足を運んでいただ
けたらと思っています。

今までＮＥＣグリーンロケッツはミズノさんと２０年ずっと手を繋いで応援してもらっていたのです
が、
チームを変えるのに応援してくれる人たちが身に付けたい、持ちたいというようなユニフォーム
にしていかないといけないということで、今年からウェアを全部アンダーアーマーに変えました。チ
ームの中でどんどんいろんなことが変わっていて、新しいマインドで進んでいます。
ポストスタジアム柏の葉についてですが、今まで柏の葉で毎年１試合できればよかったのです
が、今年から８試合開催させていただきます。それには各自治体、柏市、我孫子市、松戸市等、サッ
カーのように冠をつけた開催もします。地域の皆さんに楽しんでいただけるようなラグビーをしてい
きたいと思っていますので、
まずはラグビーを見て楽しんでいただき、
ラグビーを好きになっていた
だけるような活動をしていきたいと思っています。
そんな中で皆様のご支援をいただきたいところがありまして、有馬を連れてまいりました。あと少
しお時間をいただきまして話を聞いていただけたらと思います。本日はありがとうございました。
ＮＥＣグリーンロケッツ東葛 パートナー営業 有馬様
前職はＡＮＡでグランドスタッフをやっていましたが、大学の時にラグビー部の
マネージャーをして、
ラグビーが大好きになり、
もう一度ラグビーにかかわりたいと
いうことで、今回こういうご縁をいただき今、選手のため、
チームのために毎日動
いているという状況です。
社会貢献活動としてコロナウィルスが流行る前までは、資料に書かれているよ
うな活動をしてきました。地域の皆様と密着にかかわれる環境を作るということで社会貢献活動を
もっともっと全力をあげてやっていきたいと思っています。そのひとつとして、子ども達へのラグビー
の普及、
スポーツの普及を特に力を入れてやっていきたいと考えています。
ファンクラブのリニューアル、試合ごとに企画チケットを販売したり、
グッズを変えたり、皆様により
楽しんでいただけるようなことをやっていきたいと思っています。
パートナーシッププログラムについてお話しさせていただきます。
今年から、
ビジネス化、
プロ化ということで自分達で収益を上げて回していくというミッションがあり
ます。その中で地域の皆様にお願いしていることがあります。サポートカンパニーというものを今、
東葛６市にお願いしているところです。一団体で入っていただくものなのですが、詳細については長
くなってしまうと思うので、今後お話しさせていただけたらと思います。お金が発生することですの
で、
しっかりお互いが納得した上で契約が結べるように用意したいと思っています。
ご一読いただけ
ればと思います。
頂戴した資金は、子ども達のラグビーの普及や育成、皆様が集まれるイベントや地域の皆様とも
っと密になれるようなことに使わせていただきたいと思っていますので、
ご検討のほどよろしくお願
いいたします。
柏レイソルさんの自動販売機があるように、
ＮＥＣグリーンロケッツも自動販売機の設置をお願い
しています。売り上げの３０％がＮＥＣグリーンロケッツの活動資金にまわるようになっています。
こち
らも合わせてご検討いただければと思います。

閉会の言葉

例会を閉会いたします。

依田会長

ニコニコＢＯＸ
お名前

メッセージ
ＮＥＣグリーンロケッツ東葛 頑張ってください。
依田会長
社会福祉協議会 藤田様ありがとうございました。
栁田幹事 社会奉仕事業がんばって成功させましょう。
ニコニコＢＯＸ
上村文明会員 グリーンロケット東葛 有りがとうございます。
佐藤会員 卓話ありがとうございました。
鈴木会員 子ども食堂、グリーンロケッツ感謝！！
関根会員 卓話ありがとうございました。
瀧日会員
卓話をありがとうございました。
服部会員 コロナ収束を願っています。
日暮会員 プレゼントありがとうございました。
藤本会員 卓話ありがとうございました。
村越会員 がんばれグリーンロケッツ東葛！
当 日 計
今期累計

金

額

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
１１,０００円
１２０,０００円

今週の表紙「無量院」千葉県我孫子市青山162番地
国道6号線青山台入口交差点の西500ｍに位置する無量院は、坂道を上りつめた高台にあります。明治の頃ま
では本尊が十一面観音で｢青山の十一面さん｣としてご婦人方に人気がありました。中峠龍泉寺の門末となって
以降は不動明王が本尊となっています。
新四国相馬霊場八十八箇所の65番の札所があります。高台から取手市街を望む事ができます。

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
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。

