
植崎会員より挨拶
「本日は誕生祝いをいただきましてありがとうございます。私も７７になり、だい
ぶ歳をとりました。もっともっと元気でいたいと思っていますので、運動なり仕
事なりで体を鍛えたいと思います。ありがとうございました。」

渡辺会員より挨拶
「今日はありがとうございます。私は「是非」の「是」に「門」と書いて、「これ
と」と言います。もしかすると日本に一つしかないのではと思います。この名前を
つけたのは、大正から昭和にかけて我孫子の町長をやっていらした染谷正治
さんです。杉村楚人冠さんに相談して我孫子ゴルフ倶楽部を作った方です。小
さい頃はこの名前が嫌だったのですが、銀行で勤めさせていただいて、今では
いい名前をもらったなと思っています。「門」を「と」と読むのは当て字だと思っ
ていたのですが、山口県の長門市や、戦艦長門は「門」を「と」と読んでいまし
た。これから人生の門の中に入って行く、という意味で付けてくださったのかな
と今は思っています。今後ともよろしくお願い致します。」

松本会員より挨拶
「家内の誕生日は覚えていますが、結婚記念日は近頃うろ覚えでした。結婚し
た頃は亭主関白でしたが、子どもができて少し経ち、３０何年経つと完全に奥
様の方が強く、「これちょっとまずいんじゃない？」なんて一言言おうものならば、
「あなた、体の塩分を考えなさい。体のことを考えて作っているんですよ」と、完
全にカカア天下になっていました。これは人生を生きて行く上での知恵です。円
満にやるために、奥さんを大事にしてこれからも頑張ろうと思っています。」

第２２２１回例会報告議事録
日時　２３年１１月１日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
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

　東日本大震災からもうじき八ヶ月になります。皆様もいろいろ大変だ
ったでしょうが、私も会長の職があと八ヶ月ですから…。ありがたい
ことであります。
　先月２９日の釣りに行かれた方はご苦労様でした。大変よく釣れた
そうです。またよろしくお願い致します。
　１１月５・６日は私を含めて５名程で地区大会に行ってくる予定です。
　姉妹クラブのハワイのアラモアナＲＣが４０周年を迎えるとのこと

で、来る２０１２年６月２２日（金）・２３日（土）に記念祝典をホノルルで催される運び
となりました。２２日の夕方、ワイキキ・アクアリウムにて歓迎パーティ、２３日にはハ
レコアホテルにて記念ディナーが開催されます。招待状が来ておりますので、できるだ
け沢山の参加をよろしくお願い致します。
　私事ですが、８日（火）から四国八十八ヶ所参りに行って参ります。三回に分けてい
ますので、今回は土佐の方から愛媛の方まで檀家の方や信者の方と行って参ります。

志賀会長会長挨拶

２１名出席　（全員で２７名）出席率７７.８％
渡辺出席委員長出席報告

　先日釣りに参加された方は、ありがとうございました。お疲れ様でございまし
た。
　大正１５年１１月２日お誕生日の尾上会員、昭和９年１１月１８日お誕生日の
植崎会員、昭和３２年１１月３日お誕生日の渡辺会員、おめでとうございます。
　１１月１２日が結婚３５周年、松本会員、おめでとうございます。
　１２月１３日（火）・１４日（水）に旅行を企画しております。バスで修善寺へ
参ります。非常に良い宿だと言うことですので、奥様にきっと喜ばれると思いま

す。是非皆様出席していただきたいと思います。
　本日館山からぴちぴちの生きたカワハギが８キロ届いています。湖北３５６号沿いの「とんぼ」と
いう居酒屋で６時から開催しますので、是非お集まり下さい。

尾上会員より挨拶
「誕生祝いをいただきまして、ありがとうございました。戦前、戦中、戦後とあ
っという間に８５年経ちました。この間、東京湾の屋形船に参加した時、浜松
町で待ち合わせたら本当にビルばかりになっていて…。そこの思い出としては、
夜中に空襲になったとき、勤め先が芝浦だったもので、浅草から駆け足で芝浦
まで飛行機をよけながら走ったことがありました。最後に大門より浜松町よりに
あった防空壕に入って敵機をよけてから芝浦の職場まで行きました。あとで日
中そこを通ったら、その防空壕は爆破されてなくなっていました。そこでひとつ
命を長らえたなと感じました。懐かしかったです。懐かしくて、楽しく歌を歌って
しまいました。６５年前のことです。これから何があるかわかりませんが、孫が
やっと１歳半になりまして、この子が小学校になるまではという気持ちがありま
す。できるだけ頑張りますので、よろしくお願いします。」

塩毛親睦副委員長親睦活動委員会報告

11月は「ロータリークラブ財団月間」です

　先月３０日に第１７回手賀沼エコマラソンが無事終了致しました。ロータリークラブさんより協賛
金をいただきました。本当にありがとうございました。エントリーは男女で９,２６６名、当日受付が
８,３８３名。走者は７,９５８名でした。完走者は７,７８４名で完走率は９７.８１％でした。非常に
気候もよく、１０時の段階で２２.５度とちょっと高かったでしたが、湿度は５２％でした。
　ハーフマラソンで、男子で一番早い方は１時間７分４秒で、女子は１時間２２分程でした。お二
人とも柏市の方でした。最終ランナーは１時７分でした。
　第一関門が１１時半に設けてあり、４５名の方がひっかかりました。第二関門は昨年は１２時半
にしていて０名だったので、今年は１２時１５分にしたら７５名がひっかかりました。その方達はバ
スで戻っていただきました。　
　毎年、事故があります。昨年は６、７人病院に行きました。昨日は命に関わる事故はなかった
のですが、救急車が出る事故があったにもかかわらず、医務部が本部に何も知らせないので、今
度の実行委員会で医務部に一言言おうと思っています。ただ、無事終了しましたので、本当にあり
がとうございました。

星野会員手賀沼エコマラソンについて

　ロータリークラブでブレザーを作ると言うことで、一番無難な生地
を預かってまいりました。普通に上下を作ると６万５千円プラス税金
なのですが、今回、上だけで特別に税金込みで３６,７５０円で作っ
ていただけるそうです。寸法は後日測りに来てくださるそうです。形
はダブルのブレザーです。ロータリークラブのボタンを付ける予定で
す。色は黒に近いです。

星野会員我孫子ＲＣブレザーについて
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2011－2012年度
国際ロータリーのテーマ志 賀 裕 司 

米 田 友 義
（ｓｈｉｇａ@ａｂｉｋｏ-ｒｃ.ｊｐ）
（ｙｏｎｅｄａ@ａｂｉｋｏ-ｒｃ.ｊｐ）

Vol.４７　No.１６　平成２３年１１月１５日号

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

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。

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。

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。

・流山中央ＲＣよりクラブ活動計画書受理
・私事ですが、先週木曜の朝に起きたら、右足が腰から下が全然動
　かなくなっており、接骨院等に行きなんとか徐々に回復しています。
　皆さん大先輩なのですが、一番年下の私が一番調子が悪いかなと
　感じました。今後、日々健康に気をつけたいと思います。

米田幹事幹事報告

お名前 メッセージ 金　額

植崎会員
マンドリンクラブの券が完売致しました。ありがとうご
ざいました。誕生祝いいただきました。

５,０００円　

尾上会員 誕生祝いをしていただいて。 １,０００円　

高島会員

出身母校の沼田高校在京同窓会が創立８０周年となり記
念事業として日本橋から沼田市まで１６０km歩きまし
た。延べ１４０人参加し完歩は３名でした。ありがとう
ございました。

１,０００円　

星野会員
第１７回手賀沼エコマラソン大会無事終了しました。ご
協力ありがとうございました。

１,０００円　

松本会員 結婚３５周年記念祝い御礼。 ２,０００円　
米田幹事 お誕生日、結婚記念日の方 、々おめでとうございます。 １,０００円　

渡辺会員
５４才になりました。
初めて海釣りを経験させていただきました。

２,０００円　

当 日 計 １３,０００円　
今期累計 ９８,０００円　

ニコニコＢＯＸ


