第２６７６回例会報告議事録
日時 令和４年７月１２日（火曜日）
場所 ハート柏迎賓館
時間 １２：１５点鐘

会長挨拶

ロータリーソング「我らの生業」
ゲ ス ト : 柏南ＲＣ 猫田岳治様 ガバナー補佐
柏南ＲＣ 小林亘様 ガバナー補佐幹事
ビジター : なし
S . A . A . : 石原会員
藤本会長

甲子園の予選を全国でやっています。千葉県は昨日の試合で８２対０という
試合結果がありました。敗退されたチームも一生懸命練習をやったと思うので
敬意を払いたいと思います。
安倍元総理に関しまして、ある特定の宗教への思い入れの逆恨みの結果とい
うことだそうで、宗教は人それぞれの考え方ですので私もとやかく言うつもりは
ありませんが、憤りを感じています。
ロータリーの話としましては、先般、佐倉ロータリークラブさんから５０周年記念誌をいただき
ました。
今日来てくださっている猫田ガバナー補佐の時に、私は国際奉仕委員長を務めていました。そ
の時に佐倉クラブさんの記念パーティにお呼ばれしたのですが、コロナのためにクラブ内だけで
行われたそうです。佐倉さんの５０年の歩みが書かれていますので、記念誌を皆さんもご覧いた
だければと思います。
先週の理事会の際に、ガバナーノミニーデジグネート、２０２５−２０２６年のガバナーの候補
者の推薦は当クラブからは特になしということに決まりました。
本年度の予算案を日暮幹事が作ってくださっていますが、出来上がり次第、皆様に発表させ
ていただきます。
予定カレンダーも今、作成中です。
第５例会で以前は夜間例会をやっていたのですが、この再開も状況を見ながら考えることにな
りました。
本年度の奉仕事業として婚活パーティを実施したいと思っています。今まで１１月に開催してい
たのですが、日程は延期を考え、かつ時勢に応じた形で臨機応変に他の事業も考えなければな
らないという話がありました。
本例会が終わり次第、奉仕委員の方は残っていただいて奉仕事業についてのご意見をいただ
きたいと思います。
ロータリーソングを斉唱していただいていますが、歌詞を掲げますので見ながら斉唱していた
だければと思います。

ご挨拶

猫田岳治ガバナー補佐

今期、ガバナー補佐を務めさせていただきます、我孫子市湖北台在住の猫田
と申します。
我孫子クラブのメンバーの方も古くから存じ上げている方が多く、フレンドリ
ーな感じがしております。
今期、ガバナー補佐というお役を頂戴し、ＡＧ、アシスタント ガバナーという
ことでガバナーの小間使いということです。
小倉ガバナーは地区のスローガンとして「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」を掲げていらっしゃいます。
経営者というのは孤独ですよね。なんでも最終的には自分で決めなければならない。借金する
のも連帯保証するのは社長。非常に孤独な立場です。誰かが狙っているとか、ちょっと気を抜く

と会社がどうなるかわからない。
そういうメンバーがこのロータリークラブに集まって損得関係なしにワイワイやって、奉仕につ
いて勉強しながら親睦を深めていく、こういうところにロータリークラブの醍醐味があるのではな
いでしょうか。
皆さん、もう知っているよと言われると思うのですが、いいなあと思ったのでご紹介させていた
だきます。徳川家康が言った言葉です。
大将の戒め
大将というものは敬われているようで、その家来に絶えず落度を探られているものだ。
恐れられているようで侮られ、親しまれているようで疎んじられ、好かれているようで憎まれてい
るようなもんじゃ。
大将というものは絶えず勉強せねばならぬし、礼儀もわきまえねばならぬ。
よい家来を持とうと思うなら、わが食へらしても家来にひもじい思いをさせてはならぬ。
自分一人では何も出来ぬ。
これが三十二年間つくづくと思い知らされた家康の経験ぞ。
家来というものは、禄でつないではならず、機嫌をとってはならず、遠ざけてはならず、近づけては
ならず、怒らせてはならず、油断させてはならぬものだ。
『では、どうすればよいので』
家来には惚れさせねばならぬものよ。
元和二年六月
徳川家康
これを職場でぜひ覚えておいていてください。同時に、この言葉を藤本会長にお贈りします。クラ
ブ運営にあたっては会長が大将。そして各委員会においては委員長が大将。
この言葉を思い出していただいて、どうしたらいいのか、惚れさせるにはどうするのか。これが親
睦の深まりになっていくんじゃないのかなと思います。
今日は我孫子を皮切りに、今晩は柏南でまた同じことを話します。明日は柏クラブ、明後日は東
クラブ、みんな統一して話そうと思っています。
どうぞ今期一年間よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

ご挨拶

小林ガバナー補佐幹事

お久しぶりに我孫子クラブさんに訪問させていただきました。長引くコロナの
せいで随分とご無沙汰してしまったと感じております。
今年度、猫さんがガバナーの小間使いであるのなら、私はさらに小間使いで
ありまして雑事を担当させていただきます。猫さん同様、一年間どうぞよろしく
お願いいたします。

依田昨年度会長より藤本会長へ
地区からの国際奉仕委員長への感謝状授与

親睦委員会報告

梶委員長

先週はお休みさせていただいてしまったので今日から親睦委員長として務め
させていただきます。
世代を超えた交流を企画していきますので皆さん一年間よろしくお願いいた
します。
志賀会員、お誕生日おめでとうございます。
７月２６日（火）はこの会場が使えませんので、角松で１８時より夜間例会に
なります。会費は１万円になります。会員のみでご家族の方をお誘いにならないようお願いいたし
ます。
志賀会員より
ご無沙汰しております。１年に
２回くらいしか来ず申し訳ござ
いません。
去年、今年と体を患っていま
した。去年の１２月から１月頃コ
ロナにかかりまして、１００歳の
人が亡くなった時のお通夜の席の会食の時に１０人
くらいいて、お子さんがコロナにかかっていたらしく、
その時に移ったらしいです。それからはそういう席に

は出ないようにしています。
８日間の自宅謹慎でしたが、私自身はだるくないし熱も下がり、もう暇で暇で、８日間、本当に
苦しい暇な時間でした。なんで気づいたかというと、心臓が悪く毎月病院に行くのですが、そこ
で熱を測り、いつもは３５度８分くらいだった熱が３７度７分くらいで違う部屋に連れて行かれ検
査をされましてコロナと言われ、帰ったら自宅謹慎してくださいと言われました。
あとは目が白内障にかかりました。左目から始まったのですが、前が見えなくなりました。左目
が治ったと思ったら右目がだんだん見えなくなりました。遠くの方はいいのですが、まだ近くの方
がちょっとおかしくて、メガネをかけて何とか見えるという感じです。
１年間、本当にろくな年じゃなかったなと思っています。７月７日で７４歳になりました。ひとつ
どうぞよろしくお願いいたします。

出席委員会報告

倉持委員長
２７名（出席免除者含む）出席（全員で３３名） 出席率８１．８１％
業務による欠席：関根会員、仲江会員、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、塩毛会員

社会奉仕委員会報告

栁田委員長

本年一年よろしくお願いいたします。
先ほど藤本会長の方からもありましたが、本日例会後に１０分程いただきま
すので、社会奉仕委員の方は残っていただきますようお願いいたします。
活動計画書がまだできておりませんので昨日ラインを流しましたが、今いらっ
しゃる対象者の方をお呼びします。
副委員長の松本会員、梶会員、ダブル上村会員、寺井会員、村越会員、すみま
せんが、よろしくお願いいたします。

幹事報告

日暮幹事
クラブ活動計画書が柏南ＲＣ、柏西ＲＣ、柏東ＲＣより届いています。ご覧に
なりたい方は事務局に置いてありますので、よろしくお願いします。

ミニ卓話

依田前年度会長

この場所が非常に懐かしく感じます。
昨年の活動報告を少しさせていただきたいと思います。
活動計画で挙げたことが８つありました。
１. コロナ禍で生活困窮となっている子育て家庭を支援すること。
１０月２４日に子ども食堂フードパントリーを実施いたしました。倉持委員長
とメンバーの皆様、ご家族の皆様のおかげで大成功に終わりました。
２. オンラインも利用した出席しやすい例会の実施。
ZOOMをフル活用してハイブリッドの例会にしました。塩毛会員がZOOMで毎回出席され
て、欠席が１回で惜しくも皆勤賞を逃しました。
３. 仲間の増員。
昨年は野田会員が１名入会されました。川村さんもオブザーバーとして参加していただき、今
年度入会されました。荒井委員長ありがとうございました。
４. 信頼を育める親睦例会および家族親睦例会の実施。
コロナ禍ではあったのですが、新年例会、ゴルフ親睦会、屋形船の親睦会の３回、実施するこ
とができました。上村委員長ありがとうございました。
５. 入会５年未満の会員に対する研修会の実施。
新人研修はできなかったのですが、村越委員長の元、職業奉仕をお題にグループ討論形式の
例会を行うことができました。活発な意見が出て非常にいい研修でした。ありがとうございまし
た。
６. 職業奉仕の理念を伝える活動の実施。
出張職業奉仕をやろうと思っていましたが、コロナ禍が１月に来てしまって出来ませんでし
た。
７. ロータリー財団、米山奨学会への寄付、理解の促進。
皆様のおかげで、財団、ポリオ、米山、全てにおいて我孫子クラブは目標を達成しました。本
当にありがとうございました。
８. ロータリーのイメージ向上のための広報活動。
フェイスブックの投稿で数回やらせていただきました。コロナ禍でしたので宴席等はできず課
題は残りますが、今後とも続けたいと思っています。
本当に１年、ありがとうございました。

閉会の点鐘

藤本会長
ガバナー補佐の猫田様、補佐幹事の小林様、
ご参加いただきまして誠にありがとうございまし
た。
志賀会員、
７月７日のお誕生日おめでとうございます
ミニミニ卓話で依田直前会長のお話、ありがとうございました。
１年間本当にお疲れ様でした。
これをもちまして例会を閉会いたします。

ニコニコＢＯＸ
お名前
柏南ＲＣ
藤本会長

メッセージ
猫田ガバナー補佐 いつもありがとうございます。
志賀会員おめでとうございます。
猫田ガバナー補佐、小林補佐幹事、本日はありがとうございま
日暮幹事
した。
小野会員 依田直前会長、
お疲れ様でした。
上村文明会員
志賀会員お誕生日おめでとうございます。
ニコニコＢＯＸ
上村英生会員 本年度初参加です。今年もよろしくお願いします。
川村会員 今日もありがとうございました。
梶会員
一年間よろしくお願い致します。
志賀会員 誕生祝ありがとうございます。
服部会員 司法書士登録して２０年となり法務局長表彰を受けました。
村越会員 コロナ感染が広がらない事をいのります。
栁田会員 猫田様（ガバナー補佐）ありがとうございました。
一年間ありがとうございました。猫田ＰＧありがとうございま
依田会員
す。
当 日 計
今期累計

金 額
５,０００円
１,０００円
２０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
５,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
２２０００円
４００００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「子之神大黒天」千葉県我孫子市寿2丁目27番10号
ネズミを使徒とする大黒天がまつられています。
源頼朝が行脚の途中に我孫子の近くで脚の病にかかった折、夢の中に白ネズミに乗った白髪の老人が現れ、
ヒイラギの葉で頼朝の足を癒したと伝えられ、足腰の病にご利益があると言われる神社です。
毎年10月に行われる柴燈護摩(さいとうごま)火渡りは一般の人も参加できます。

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。

