第２６６１回例会報告議事録
日時 令和４年３月２２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 .: 米田会員

会長挨拶

依田会長

休会中いろいろなことがありました。
コロナは今日は２８人。全国で２７,７０１人ということで、蔓延防止は解除されまし
たが、
まだまだ少なくありません。私もかかってしまいご迷惑をおかけしました。かか
ってしまうと大変な思いをします。周りの家族にも迷惑をかけました。最大の注意
を払っていきたいと思っています。
３月１６日の地震は皆さん大丈夫だったでしょうか。家で寝ようとしていたのです
が、
うちには重量級の子どももおりますので家がつぶれると思いました。地震への注意、備蓄状況
等、
しっかり考え直すいい機会になりました。
オリンピックの金メダル等のいいニュースもありましたが、
２月２４日に始まってしまったウクライナ
への侵略戦争は本当に衝撃的でした。今回、一人の人の決断なのかどうかはわかりませんが、戦
争が始まり多くの犠牲が出てしまったことは許せないと思います。一人でも犠牲者が出ないで、一
日でも早く戦争を止めて欲しいと願っています。
ウクライナに６２のロータリークラブがあります。約１１００名の会員がいらっしゃいます。
ウクライナ
とベラルーシが一緒の地区だそうです。ベラルーシはロシア側ですので複雑です。支援状況です
が、
ポーランドのクラブが難民の方々に医療、食料、洗面用品、
おもちゃ等の寄付や募金をしている
そうです。
マザー・テレサは「平和を望むなら、家に帰って家族を愛しなさい」と言いました。プーチンは早く
こんな戦争は止めて家族の元に帰ってほしいと思います。
当クラブでも今週来週にかけて支援金を集めて地区に送り、国際ロータリーの方に確実に届く
ようにしたいと思います。
今日は寒いですが、元気に前向きに活動できたらと思いますので、
よろしくお願いします。

依田会長より瀧日会員へ
瀧日会員より
米山は確かにいろいろな留学生に対して意義が
ある制度だと思います。私の孫が会計士の試験に
受かり、留学をするとなると外国の方にお世話にな
ると思います。
これからも何らかの形で貢献できた
らと思っています。
米山功労者 第四回マルチプルとして米山記念奨
学会より感謝状授与

村越研修委員長より依田会長へ
ＲＬＩ パート２修了証授与

親睦委員会報告

上村英生委員長
毎年５月に旅行例会をやっていますが、詳細について会長、理事会で話し合っ
てもらって大体の方向性が決まりましたら改めて皆様にご連絡したいと思います。
２月と３月の誕生日祝いを行いたいと思います。
２月２８日は私、上村、
３月９日は齋藤会員、
３月１０日は倉持会員、
３月１１日は小
野会員、
３月１６日は藤本会員、
３月１９日は依田会長、
３月３０日は村越会員、お誕
生日おめでとうございます。
３月３０日が結婚２０周年の小野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。
上村英生会員より
親睦委員会報告の段取りをつかんだなと思うと休会になってしま
い忘れてしまい、不手際が多くて申し訳ありません。
私、
１９７１年生まれですので当年５１歳になります。気分はたぶん
３５位からそんなに変わらないでやってるのかなという気もしておりま
す。趣味のランニングの方もコロナになったり病気になったりなので、
５０代は実り多き１０年にするべく頑張っていきたいなと思います。
また仕事の方もコロナが収束したと思ったらまた始まってという形
で、今回こそは私と梶さんはなんとか仕事が普通に行って、困った顔
して補助金等の相談を三枝会員や齋藤会員にしなくても済む一年になることをお願いしながら、簡
単ではありますが挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
齋藤会員より
ご無沙汰しております。
３月９日に５２歳になりました。気持ちの中で
は私の場合は４５歳くらいで頑張っているつもりです。
世間的にもさすがにこの年の誕生日を祝っていただくということ
はなく、せめてもの家族でケーキで祝うというのが例年あったのです
が、
コロナの関係で買いにも行けず、それすらも今年はなく寂しい思
いをしていました。ロータリークラブの皆さんのおかげで祝っていた
だくことができ、本当に嬉しく思っています。
今の会社にいるおかげでロータリークラブに参加させていただけ
ているのですが、来年も祝っていただけるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございまし
た。
藤本会員より
誠にありがとうございました。
３月１６日で５８歳になりました。仲の
いい高校の時の友達と５０歳から６０歳が働き盛りだから頑張ろうと
話したのが８年前で、先だって会合があり、その時もみんなで話した
のですが、次は６０だ、
あと１０年どれだけ俺達できるかやってみよう、
と切磋琢磨して過ごしています。
おかげさまで仕事については、バブル崩壊してから父の後を継ぎ
ましたが、景気の影響を受けず安定した形で商売ができています。
コロナで少し太ってしまいました。痩せなきゃいけないかなと思って
います。
これからも精進していきます。今日はありがとうございました。
依田会長より
３月１９日に５１歳になりました。今年は土曜日で子どもは出かけ、妻は仕事に行
き、家族みんな出かけていて、犬にワンと言ってもらいました。少し寂しい誕生日だ
ったのですが、翌日、家族に祝ってもらいました。
コロナのせいか痩せたので、今年はエコマラソンに参加してみようかと思ってい
ます。

村越会員より
３月３０日で６０歳、還暦となります。昔は６０歳まで生きるのが大変で６０歳まで生
きると盛大にお祝いをしていたらしいのですが、今、還暦を盛大にお祝いするのは
相撲界だけらしいです。
皆さんもよくご存知の孔子の論語で「三十にして立つ。四十にして惑わず。
五十にして天命を知る。六十にして耳順う」と言い、六十になると人の話を素直に
聞けるようになると言います。そういう六十代を目指したいと思っています。
誕生日を家族で祝ってもらうことはまずなかったのですが、昨年１１月に次女が結婚し、
お婿さん
が気を使ってくれて還暦のお祝いをしてくれることになり、
２７日の日曜日に長女、次女の家族とお
食事会をすることになっています。
ロータリーで毎年祝っていただく時に必ず申し上げることなのですが、松田聖子と同い年です。
松田聖子は３月１０日生まれで、私は３０日生まれで一緒に還暦になります。
お祝いありがとうございました。

出席委員会報告

日暮委員長

地区委員会報告

藤本委員長

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： 小野会員、倉持会員、関根会員、寺井会員、野田会員、
福武会員、前田会員、湯下会員
ZOOMによる出席：古谷野会員

地区より報告をいくつか申し上げます。
１月２９日
（土）
に地区の補助金セミナーがリアルとZOOMの併用で行われまし
た。
２月５日
（土）
に予定していた佐倉西ロータリークラブの創立記念パーティーに
呼んでいただいていたのですが中止となりました。
３月４日
（金）
に国際奉仕の次年度の委員の方との引き継ぎの打ち合わせを行

いました。
３月１２日
（土）
に会長エレクトセミナー
（ＰＥＴＳ）
に参加してきました。
３月２０日
（日）
に地区の委員長会議に出席しました。
蔓防になってから今まで各ロータリークラブさんから国際奉仕の卓話の依頼が何件かありまし
たが、
すべて中止となっており実現しておりません。
６月末まで国際奉仕を務めさせていただきます
ので、国際奉仕の卓話をさせていただきたい旨、各クラブに発信していきます。
現在、地区の補助金の申請を受け付けています。一昨日の段階で７クラブほど申請があがって
います。
今まで各クラブから財団と奉仕プロジェクトに直接話があり、
それぞれから各クラブに並行して
質問等していてゴチャゴチャしていましたので、各クラブはまず財団に話をし、財団から奉仕プロジ
ェクトに話が行くようにしました。奉仕プロジェクトが精査し、
それを財団に投げかけ、財団から各ク
ラブに意見をまとめて返答するという形に変更することにしました。
３月２５日
（金）
に地区の補助金の審査会議が行われます。猫田統括委員長、吉田社会奉仕委員
長と私で精査、確認をしています。
３月２６日
（土）
の第２回の会長エレクトセミナーにリアルで参加してきます。
ここのところ、地区の立ち位置と次の立ち位置と、会長エレクトとごちゃごちゃになって何がなん
だかわからなくなっていますが、
なんとか頑張って参ります。

幹事報告

栁田幹事
・トンガ王国の噴火とウクライナへの支援金を２７９０地区で１００万円
相当準備するとのことです。理事会では我孫子でトンガ噴火に３万、ウ
クライナに６万位の寄付が妥当ではないかということで、今週または来
週の例会後に１人合計３千円のご寄付をお願いしたいと思っています。
・地区のゴルフ大会が５月２３日（月）に千葉県緑区の東急セブンハンド
レッドクラブで開催されます。登録料１万円、プレイ費が２万２千円で
す。パーティーはありません。我孫子クラブで１組か２組を予定してい
ます。
本日締め切りになりますので、参加してくださる方は例会後に松丸さん
の方にご申告お願いいたします。
・米山の方から世話クラブのカウンセラー決定のお知らせが来ています。
来年度も我孫子クラブで奨学生のお世話をさせていただきます。

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
依田会長 お誕生日プレゼントありがとうございます。
栁田幹事 お久しぶりです。
荒井会員 例会開催おめでとうございます。
ニコニコＢＯＸ
石原会員 お久しぶりに皆様にお会い出来、嬉しかったです。
梶会員
世界の平和を祈っております。
上村英生会員 お祝ありがとうございます。
木村会員 久しぶりの例会が開催されてよかったです。
小池会員 ３月生まれの皆様お誕生日おめでとうございます。
齋藤会員 誕生祝いありがとうございました。
佐藤会員 本日は雪になりました。寒い一日。
塩毛会員 例会再開に乾杯！
鈴木会員 ロータリー再開感謝！
！
日暮会員 皆様お久しぶりです。お誕生日の皆様おめでとうございます。
藤本会員 皆様とお会い出来うれしい限りです。
松本会員 平和を願っております。
村越会員 お誕生日のお祝いありがとうございました。
当 日 計
今期累計

金 額
1,０００円
1,０００円
1,０００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
2,０００円
１８,０００円
３４３,５５９円

今週の表紙「興陽寺」千葉県我孫子市白山1丁目16番1号
我孫子駅南口より徒歩5分の場所にある曹洞宗のお寺です。室町時代末期の創建と伝えられてます。ご本尊は
釈迦如来です。本堂は昭和10年に再建されました。本堂前に粘華微笑（ねんげみしょう）の像が建てられてい
ます。右に立ち蓮華の花を持っているのが釈尊、真ん中に坐っているのが摩訶迦葉尊者です。新四国相馬霊場
八十八箇所の 59番の札所があります。

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。

