第２６７５回例会報告議事録
日時 令和４年７月５日（火曜日）
場所 ハート柏迎賓館
時間 １２：１５点鐘

会長挨拶

国歌斉唱・ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲ ス ト : 米山奨学生 楊婷（ヨウ テイ）様
ビジター : なし
S . A . A . : 石原会員
藤本会長

いよいよ今日から会長職となりまして第一例会です。
とにかく我孫子クラブについては皆さんが気軽に参加できる風通しのいいク
ラブであるように私なりに考えて１年間活動をしたいと考えています。
昨年度まで私は地区の国際奉仕委員長として務めており、６月２４日に第１０
回地区委員長会議がありました。ガバナー補佐会議も行われ、その際、１年間
委員長を務めさせていただいたので地区より表彰状をいただきました。
地区で様々な人と出会い、様々な知識を得られました。地区で活動した２年間、国際奉仕、社
会奉仕を含めて素晴らしい奉仕活動をされている、いろんなクラブのいろんな方と接触できまし
たので、その情報や知識を元に我孫子クラブも時勢に応じた奉仕活動ができるように皆さんと
考えていければと思います。
２７９０地区においては、寄付ゼロクラブが全くないということでした。財団の基金が１人
１５０ドル。ポリオについては１人３０ドルという実績が２７９０地区であったとのことです。
今年度のロータリーのテーマは「イマジン ロータリー」です。想像する、ということで、２７９０
地区ガバナーの方針を踏まえて私なりにこの１年間の我孫子クラブの活動をしていきたいと思っ
ています。

親睦委員会報告

倉持会員代理

本年度、親睦委員長は梶会員ですが欠席されているので代理でやらせてい
ただきます。
志賀会員（欠席）、木村会員、お誕生日おめでとうございます。

木村会員より
誕生日のお祝いソングを
いただきまして恥ずかしい
やら嬉しいやらです。
ロータリーに入会してか
らすぐに誕生祝いをしてい
ただいて、１０回目の誕生祝
いになります。藤本年度がスタートする初っ端
で新鮮な気持ちです。
来週６３歳になりますが、早めのバカンス
で宮古島に行って帰ってきて、自分の人生観と
か価値観とか変わってきました。
宮古ブルーにやられたわけではないのです
が、自分のライフスタイルのままでいいのか、新
鋭の料理人である木下シェフ達の影響もあり、
これから先５年、１０年どういう生活設計をしよ
うか考えるきっかけになりました。

米 山 奨 学 生 楊 婷（ヨウ
テイ）さんより一言
ありがとうございます。
先週は皆さんと一緒に交
流できて楽しかったです。自
分の研究を精一杯、頑張ろ
うと思います。これからもご
指導よろしくお願いいたします。

川村正徳会員の入会認証式
ご挨拶 川村会員
こういう場に慣れており
ませんので、かなり緊張して
おりますが、少し自己紹介
させていただきます。
この度、小池社長のご紹
介をいただきまして入会す
ることになりました川村と申します。
もともと農家をしておりましたが、今は不動産
賃貸をさせていただいております。
４０数年前に私の祖父が我孫子ロータリーク
ラブ様にお世話になったことがあります。当時、
私は高校生だったのですが台湾のクラブのご子
息様が何日かホームステイに来られたり、当時
バッチと四つのテストを藤本会長より授与
中学生だった私の妹がハワイのクラブさんにお
世話になったり、懐かしく思い出します。
ロータリーに入ったきっかけは、小池さんや荒井さんが、我孫子ロータリーは雰囲気がすごく
いいよ、と話されていて、６０過ぎてから、地元に何の貢献もしてこなかったなということで地域
に貢献ができたらいいかな、仲間づくりができたらいいかなと思い、入会させていただくことにし
ました。
何もできませんが微力ながら、ロータリーの目的や理念を守りながら活動させていただきたい
と思います。今後ともよろしくお願いいたします。

出席委員会報告

野田委員長
２６名（出席免除者含む）出席（全員で３３名） 出席率７８．
７８％
業務による欠席：梶会員、上村（英）会員、斎藤会員、関根会員、寺井会員
福武会員、湯下会員
ZOOMによる出席：小野会員、塩毛会員、前田会員

プログラム委員会報告

倉持会員代理
７月の卓話は、今日は藤本会長の初心と日暮幹事の年間行事のお知らせにな
ります。
来週１２日は本年度会長がミニミニ卓話をしてほしいということで、２１ー２２
年度の活動報告を会長幹事、Ｓ.Ａ.Ａ.、各委員会の委員長さんから一言ずつお
願いいたします。
７月１９日は今年度の活動計画をミニミニ卓話で今年度会長幹事、各委員長
さんにお願いいたします。
これ以降は関根委員長の方から報告させていただきます。

幹事報告

日暮幹事
今年度、藤本会長の元、幹事をやらせていただく日暮です。右も左もわから
ない幹事ですので、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。特に荒井会
員におきましては２人の推薦人となっておりますので、強力なサポートの方よろ
しくお願いいたします。
幹事報告をさせていただきます。
・今年度８月２３日にガバナー公式訪問が柏南クラブと合同で、こちらの会場で

行われます。
１０月８日（土）に小倉年度の地区大会１日目がホテル ザ・マンハッタンにて、１０月９日（日）に
東京ベイ幕張ホールで地区大会２日目が行われます。
その後は未定なのですが、
１０月２５日（火）
１１グループ情報研究会
２０２３年２月２１日（火）
ＩＭ
２０２３年５月１５日（月）地区大会記念ゴルフ 鷹の台カントリーにて
２０２３年６月１６日（金）
１１グループ合同例会
今のところの案は以上になっています。

・ロータリー青少年交換学生の募集の締め切りは８月１０日です。応募される方は事務局までお
声がけください。
・ロータリー文庫では電子図書館を目前にデジタル化を進めています。今年度の新たなユーザー
名とパスワードを使い資料の公開を継続します。事務局の方にユーザー名とパスワードが来てい
ますので、ご利用されたい方は事務局までお申し出ください。

初心表明

藤本会長
７月１日に私と日暮幹事が柏西クラブさんの会長幹事の新旧交代式に参加し
てまいりました。クレストホテルで盛大に行われました。
寄付に関しては多額の寄付者が表彰されていました。
例会にも参加し、柏西クラブさん独自の雰囲気を感じました。いいところを我
孫子クラブにも取り入れたいと思います。
改めて活動計画書が配られると思いますが、今年度の初心を表明させていた

だきます。
今般、我孫子ロータリークラブ 第５７代会長を拝命いたしました藤本です。
皆様ご承知の通り、新型コロナウィルスの感染拡大と海外における戦時、これは各国間の非
常時です。が、私たちのクリエイティビティをもってすれば、この難局を乗り越えることは可能と
信じています。
今年度ＲＩジェニファー・ジョーンズ会長は初めての女性の会長です。
「イマジン ロータリー」というテーマを掲げられました。
「想像してください、私たちがベストを尽くせる世界を。私たちは毎朝目覚める時、その世界に
変化をもたらせると知っています」と述べられました。
また会長は「多様性・公平さ・インクルージョン」ＤＥＩをクラブに浸透していくことを重点とし
ています。
この会長のお言葉を受け、２７９０地区の小倉純夫ガバナーは「ロータリーの仲間との信頼を
つなぎ、千葉から世界を変えていこう。ロータリーを楽しみながら地域で、世界でよいことをしよ
う」というスローガンを掲げました。
私は当クラブに入会して６年目です。まだまだ五里霧中の中です。
まずロータリーを知るためには例会に欠かさず参加したいと考えています。これによって会員
の皆様と交流を深めることが肝要と考えています。
当クラブにおいては肩肘張らずに気軽に和気あいあいとしたクラブを目指したいと考えていま
す。
担当している役職の積極的な引き継ぎを行い、スムースに会が進行できるようにしたいと思っ
ています。

身内の方の例会参加を推奨したいと考えています。我孫子クラブの存在をまずは身内の方に
認知していただいて、それを外部に発信していただきたいと思います。
例会の欠席者に当日の例会内容をお知らせすると共に出席を促すようにしたいと考えます。
例会時に会員からの近況報告等のミニミニ卓話を行いたいと考えています。
クラブの目標と戦略計画の立案ならびに見直しを時節に応じてその都度、練り直すべきだと考
えています。
ロータリー財団と米山奨学事業へ積極的に参加する。各クラブさん、寄付等を積極的に行っ
ておられますので、皆様も積極的に参加していただきたいと思います。
他クラブの例会へ積極的に参加する。各クラブのいいところを体験していただきたいと思いま
す。各クラブの方もメーキャップとして我孫子クラブにも来ていただくように猫田ガバナー補佐も
働きかけてくださっていますので、他クラブの会員の方が来られた時はウェルカムでご対応してい
ただければと思います。
地区へ積極的に参加する。２年、国際奉仕プロジェクトに参加しましたが、非常に奥深い経験
をすることができました。２７９０地区のいろいろなところからのロータリアンが集まり話し合い
をしますので刺激的でした。出来ましたら、どなたか地区に参加していただきたいと思います。
ＲＬＩの受講の推奨。参加すると非常に清々しい気持ちでロータリーについて身に付けること
ができますので積極的に参加してください。
例会時の食事のロス削減。お弁当の個数が決まっているのですが、余ったお弁当は是非お持
ち帰りください。
ペーパーレス、デジタル化の推進。できるだけ紙媒体を少なくしたいと考えています。週報につ
いては紙媒体をなくすのはまだ難しいと思いますが、なるべくなくしたいと考えています。
ホームページの改正。見直しをしたいと思っています。
マイロータリーへの登録の推奨。
ＩＣＴ情報通信技術、依田会員がご用意してくださっているZOOM等を積極的に活用してい
きたいと考えています。
会員３名の純増。本日、川村会員に入会していただきましたので、あと２名、どなたかいらっし
ゃいましたらご推薦してください。
婚活プロジェクトの再開。我孫子クラブにおいては素晴らしい奉仕事業の実績が多々ありま
す。昨年の子ども食堂も地区で絶大な評価をいただいています。当クラブはレクリエーションとい
う括りも付けていたので気軽に参加できるということで大変好評でした。
その時の時勢に適した、我孫子ロータリークラブ独自の事業を考えていきたいと思います。
甚だ心もとない会長、藤本でございますが、どうぞ一年間よろしくお願い申し上げます。
皆様のお手元に本年度の役員、理事、委員会の資料をお配りしましたので、ご一読いただき、
日を改めまして、各委員長から所信表明をしていただきたいと考えています。

閉会の点鐘

例会を終了いたします。

藤本会長

ニコニコＢＯＸ
お名前
藤本会長
日暮幹事
荒井会員
上村文明会員
川村会員

メッセージ
とにかくよろしくお願いします。
１年間よろしくお願い致します。
ガンバレ藤本会長！
川村さん入会おめでとうございます。
新入会員の川村です。
これからよろしくお願い申し上げます。
ニコニコＢＯＸ
藤本年度のスタートですね。一年間よろしくお願いします。誕
木村会員
生祝い有難うございました。
倉持会員 １年間よろしくお願いします。
藤本会長、
日暮幹事、一年間よろしくお願いします。川村さん
小池会員
入会おめでとうございます。
古谷野会員 新年度の出発、
おめでとうございます。
鈴木会員 新年度スタート、役員の方々頑張って下さい！
！
我孫子ＲＣの歴史で初めて女性ＳＡの登場です。藤本会長よ
瀧日会員 り選任されました。石原新ＳＡ、新鮮で、声も良く通り、
すばらし
いです。
１年間がんばって下さい。
野田会員 一年間よろしくお願い致します。
服部会員 新年度良いスタートを切りましょう。
村越会員 藤本会長 一年間よろしくお願いします。
栁田会員 新年度会長、幹事、宜しくお願いします。
依田会員 藤本会長 一年間頑張ってください。
当 日 計
今期累計

金 額
２,０００円
１,０００円
１,０００円
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
１８０００円
１８０００円

寄付用
ウクライナ、トンガ王国支援金

今期累計

８１,０００円

今週の表紙「五本松公園」千葉県我孫子市岡発戸字明門作1408
緑豊かな園内には木製遊具、あずまやなどがあり、南斜面の上からは手賀沼が展望できます。この斜面では
縄文時代の「貝塚」を見ることもでき、古代の人々の手賀沼周辺での生活が偲ばれます。
公園駐車場の南側にある広場ではバーベキューもでき、すぐ隣の高台にはふれあいキャンプ場もあります。
家族連れや若者に人気のスポットです。

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。

