第２６５６回例会報告議事録
日時 令和３年１２月７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
今日はクラブ年次総会が例会後にあります。来年度を決める総会となりますの
で、
よろしくお願いいたします。
今月は特にテーマはありませんが、先月の財団週間には多くのご寄付をありが
とうございました。ベネファクター、大口の寄付を上村文明委員長、米田会員、あ
りがとうございました。他にもご寄付をいただいた会員の皆様ありがとうございま
した。
先日の親睦事業のゴルフコンペですが、親睦委員会、増強委員会の合同で設営していただい
て、
ありがとうございました。ゲストを３名お呼びして、楽しく親睦および仲間づくりをさせていただき
ました。会員候補の方をお招きして、楽しみながら仲間を増やすというやり方もいいのかなと思い
ます。
本日の年次総会ですが、実質半年間、会長を務めさせていただきました。ありがとうございまし
た。ガバナー公式訪問から始まって、社会奉仕事業、地区大会、情報研究会等ありました。
まだ半
年ありますので、社会奉仕事業、会員増強に力を注いで頑張りたいと思います。次の一年、次の次
の一年、
５年、
１０年先の我孫子ロータリークラブが益々繁栄するようにしたいと思っております。
最近感じたことがあります。
伝えると伝わるの違いがわかりますでしょうか。けっこう伝わっていないことが多いです。自分も
「これ言ったよね？」と言うと、妻に「そんなの聞いてないよ」とよく言われます。
最近はメールやラインが発達していて、既読がつけば伝わってると思う人が多いです。ただ実際
は内容をよく読んで伝わっているかというと、意外にそうでないことが多いと思います。
昔は電話をして話して、
その後、直接、相手に会ってお話をして空気感を感じて、言いたいことが
伝わったかどうかを確かめられたと思います。今はすごく便利な時代になりましたが、
コミュニケーシ
ョンという部分ではよくなくなったのかなと思います。
仕事で職人技の伝達というのがむずかしくなってきていると言います。昔の方は師匠の背中を
見ながら技を盗んでいたと思います。地方で職人の技を伝えるのがむずかしくなり、後継者がいな
いという問題が起きています。そうすると日本の文化が停滞してしまいます。最近はYouTube等
に技を出している人もいますが、実際には、その人に会ってみて技を直接見て、小さなコツとかを
見つけて技をつかむことが本来なのかなと思います。
いろいろ便利になり、今はZOOM等で会話もできるようになりましたが、会って、伝わるように話
すということがコミュニケーションとして大事かなと思います。

親睦委員会報告

上村英生委員長
１２月３日
（金）の親睦ゴルフは本当に荒井増強委員長におんぶにだっこになっ
て、
すべておまかせしてしまって申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
後ほど結果の方は荒井委員長よりあると思いますので楽しみにしてください。
１２月１７日生まれの古谷野会員、
おめでとうございます。

古谷野会員より
本日はこんなプレゼントをいただき、皆さんのお歌を聴きながら感
動しております。
６２歳になります。
この歳になるとなかなかお誕生日
おめでとうと言ってくださる方もいなくなりますので、本当にロータリ
ーならではだなと思います。
とても嬉しいです。
コロナ禍２年目ということで思い出深い一年でした。時間はでき
た。仕事はやっているけれども、その他諸々が全部キャンセルにな
り、
どこにも行けない。そうなると無為に時間を過ごしたくないなと

いう思いで挑戦したのがスペイン語の習得でした。たまたま２年前の１０月に学会でスペインに行
き、
その時は全く話せなかったのですが帰って来てからチャレンジしました。
コロナが始まったのとス
ペイン語の勉強を始めたのはちょうど同じ時期でした。
コロナだったのでZOOMで勉強しました。
その先生が対面でやっている所にも行き出して頑張りました。
今年の６月にスペイン語検定も受けました。
６１歳の挑戦です。
この歳で試験なんて自分で自分
に課題を課さなければ誰も与えてくれません。
英検で言うと４級の一番下の６級と、英検で言うと３級の５級の２つを同じ日に受け、両方受かり
ました。我ながらこんな老頭に鞭打って勉強して、覚えても覚えても抜けるのですがボケ防止と思っ
て楽しく勉強しています。
オンライン顔認証をご存知でしょうか。皆さん、
マイナンバーカードというのをお持ちですか。今、
マイナを病院に持っていくと保健所の代わりになるだけじゃなくて、その方の他の病院から出てい
る全ての薬を読み取ることができます。すごく便利です。
うちは患者さんに保険証は忘れてもいいからマイナ持ってきてよと声をかけるようにしています。
これから認知症の方も増えてくるでしょうし、
いろんな災害で意識がないという状況でもマイナがあ
ると暗証番号を言えなくても顔でわかるんです。顔パスなので便利だと思います。
医療機関で見えることは、
その方の医療に関する個人情報だけで、
お金をいくら持っているかと
か社会保険料はいくらとかは一切わかりませんので、医療機関にかかる時は安心してマイナを持っ
ていくようにお勧めします。
今日はありがとうございました。

出席委員会報告

日暮委員長
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： 今井会員、石原会員、梶会員、関根会員、福武会員、
前田会員、栁田幹事、湯下会員
ZOOMによる出席：塩毛会員、
（他２名）

会員増強委員会報告

荒井委員長
先日の親睦ゴルフに参加された皆さんお疲れさまでした。
とても楽しいゴルフコ
ースでした。
瀧日会員、優勝おめでとうございます。
会員になってほしい方にオブザーブで参加していただきました。
鴨田さん、西野さん、高木さんの３名です。
とても楽しく参加させて頂きました、
とのことでした。
鴨田さんはゴルフが１００を切ったら入会しますとのことでした。
西野さんは只今検討してお答えしますとのことでした。
高木さんは来年いっぱいで青年会議所の方が卒業とのことで再来年の１月に入会したいとのこ
とでした。
ゴルフコンペで１人１０００円いただいていますので、
１３名分をニコニコに寄付させて頂きます。

プログラム委員会報告

服部委員長
来週の卓話は外部卓話で山本冬彦さんという方に来ていただく予定です。サ
ラリーマンの方ですが４０年間アートを収集されている日本有数のアートコレクタ
ーの方です。
再来週の卓話は研修委員長の村越会員にお願いしております。年末を研修で
締めると言う、我孫子クラブらしい前向きなプログラムで一年を締めくくりたいと
思います。
よろしくお願いいたします。

幹事報告

倉持会員（代理）
・訃報。姉妹クラブである豊原ＲＣの第１６代会長の林水潭氏が１２月５日にご
逝去されました。
ご冥福をお祈りし謹んでお知らせを申し上げます。
・本日、総会終了後に理事会が行われます。理事の皆さんはお残りください。

ニコニコＢＯＸ
お名前

メッセージ
年次総会ありがとうございました。
依田会長
次年度も頑張りましょう。
瀧日会員 優勝おめでとうございます。
小野会員
古谷野会員 誕生日おめでとうございます。
ニコニコＢＯＸ
親睦ゴルフありがとうございました。
上村英生会員
（何もしないで申し訳ありません）
上村文明会員 次年度頑張って下さい。
木村会員 来年のカレンダー ありがとうございます。
小池会員 親睦ゴルフコンペで２位を頂きました。
会長の「伝わる」力のお話に共感しました。
古谷野会員
お祝い ありがとうございました。
佐藤会員 年末になりました。
鈴木会員 ゴルフコンペ感謝。会長賞頂きました！
！
瀧日会員 ゴルフコンペで優勝しました。ありがとうございました。
親睦ゴルフ協力ありがとうございました。
寺井会員
古谷野さん誕生日おめでとうございます。
ゴルフ大会に来られたゲストの鴨田様が
服部会員
入会されるよう応援します。
日暮会員 親睦ゴルフありがとうございました。
藤本会員 依田会長、福武さん カレンダーありがとうございました。
村越会員 今年も残りわずか 皆様ご自愛下さい。
親睦ゴルフ
皆様おつかれ様でした。
コンペ
当 日 計
今期累計

閉会の言葉

例会を閉会いたします。

金

額

1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
2,０００円
１,０００円
1,０００円
5,０００円
2,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
１７,６８９円
３８,６８９円
２４０,６８９円

依田会長

年次総会
議長 依田会長
司会 倉持会員
定足数の確認 倉持会員
まず年次総会にあたりまして資格審査を行ないます。
総会成立要件は我孫子ロータリークラブ細則 第５条 第３節により、会員総数
の３分の１の出席が必要となります。本クラブ会員総数３２名、本日の出席者２５
名。委任状６名で定足数を満たしておりますので本年次総会が正式に成立するこ
とをここに宣言いたします。
議長の選出ですが、我孫子ロータリークラブ細則 第４条 第１節の規定により、
会長が任務を行うとなっておりますので依田会長お願いします。
議長 依田会長
当クラブ細則 第５条 第１節に基づき、
２０２０-２０２１年度我孫子ロータリークラ
ブ年次総会を開催いたします。
定足数の確認。本クラブ会員総数３２名、本日の出席者２５名（内ZOOMが１
名）、委任状６名で定足数を満たしております。
議題の確認についてはお手元の資料をご確認ください。

２０２２-20２３年度 役員理事承認の件 藤本会長エレクト
２０２２ー２０２３年度の役員理事構成案を読み上げさせていただきます。
会 長
藤本
幹 事
日暮会員
直前会長
依田会員
Ｓ.Ａ.Ａ.
石原会員
会長エレクト
倉持会員
会 計
上村文明会員
監 査
瀧日会員
理事会メンバー 藤本、
日暮会員、関根会員、上村英生会員、木村会員、
倉持会員、小池会員、荒井会員、村越会員、栁田会員、
依田会員、米田会員、石原会員
議長 依田会長
ご質問ご意見等ある方はいらっしゃるでしょうか。議案を承認される方、拍手を
お願いいたします。満場一致で議案の方は議決されました。
２０２０-２０２１年度会計報告 上村文明会員
村越年度の会計になります。
この年度はちょうどコロナが２月から始まり、
自由が
ほとんどなくなり、
いろいろな行事ができなくなり、
当初予算とは大変かけ離れてし
まいました。
５５周年記念事業もなくなりました。
皆様のお手元にあるのは１枚目が当初予算、
２枚目が当初予算の補正予算、
３
枚目が予算と実績の対比です。ただ、
この報告はまだ瀧日会員の監査を受けてお
りませんので、監査を受けた後にまた正式にご報告いたします。
当初予算に関してはかなり数字が狂いましたので補正予算を組ませていただき
ました。次年度繰越し金が当初予算は０だったのですが、活動がかなり自粛された
ために３,１４４,８７４円の繰越し金が出ました。
ただ、
そのまま残ってしまったのですが、
その年度中に会計を振り替えて動かさ
ないと動かしようがありませんので、今年度の依田年度におきましても、予算と実
績について報告をまとめる前に大体の実績をお教えしますので、
それに基づいて
ほしいと思います。周年事業の会計確保のためですので、
よろしくお願いしたいと
思います。
藤本年度につきましては、
そろそろ我孫子ロータリークラブは活動と会計のつ
ながりを持たせていただけたらありがたいと思います。
先ほど藤本年度の理事役員さんが承認されましたので、委員長の方々に集まっ
ていただいて委員会活動の予算を理事会で承認していただき、委員長の方々の
活動方針をうかがって、活動方針にのっとった予算立てにして、活動報告に基づく
会計、
というところができてくればありがたいなと思っています。

ご挨拶 藤本会長エレクト
先ほど次年度の役員理事メンバーのご承認をいただきまして、
ありがとうござい
ました。
早いもので、荒井会員、米田会員にご紹介いただきまして、
当我孫子ロータリー
クラブに入会して丸５年が過ぎました。その間、
さまざまな委員のお手伝いをさせ
ていただき、木村会長年度の時に幹事を仰せつかり、
その後、地区に出向し国際
奉仕委員を１年、今年度は国際奉仕委員長を仰せつかっております。
まだまだロータリーについて勉強が足りないところではございます。入会当時か
らお話ししている内容として、
この我孫子ロータリークラブの存在を幅広く周知し
ていきたいと思っています。
先だって突然でしたが娘を例会に呼びました。
と言うのは、その時に娘は難病
を患っておりまして精神的にも身体的にも滅入っている中で、例会を見に行きたい
と言うので、入院直前の日に私が卓話の時に参加させました。お父さん、
こんな話
をしていたよとか、例会ってこんな雰囲気だったよとか妻にも話していました。
私の年度の時にも同様に、
まずは身内の人にロータリーはこういうものだという
ことを知ってほしいと思いますので、
身内の人にどんどん発信していただければと
思います。
週に一度のロータリーの例会を私は非常に息抜きにさせていただいています。
私のように例会に参加することを楽しんでいただけるような会を作っていきたいと
思っています。
幹事は同級生であります日暮会員にお願いしております。私も日暮会員もわか
らないことだらけでありますので、
どうぞ皆様のご支援ご鞭撻をいただきたく考え
ております。
ご挨拶 日暮幹事エレクト
来期、藤本会長の時に幹事を勤めさせていただきます。自分が幹事をできるか
どうか不安なのですが、何もしないとわからないまま終わってしまうのかなと思い
ますので、引き受けさせていただきました。少しでもロータリーがわかればなぁとい
う気持ちでやっております。心の中ではコロナが長引いて終わってしまえば一番い
いなと思っているのですが、
そうもいかなそうなので皆様ご協力をよろしくお願い
します。

今週の表紙「めばえ幼稚園」千葉県我孫子市白山2丁目7番5号
広大な園庭で豊かな自然と触れ合いながら、子ども達がのびのびと自由に遊ぶ幼稚園です。子どもの主体性を
とても大事にし、自主性に任せる保育をしています。子ども達は泥んこになって実に生き生きと楽しく遊んで
います。園庭には子どもと先生と保護者の方達が協力して作り出した手作りの遊具があふれています。お父さ
んと遊ぶインディアン祭りは名物行事のひとつです。

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。

