
第２２２３回例会報告議事録
日時　２３年１１月１５日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：	キム・ボヒョンさん（米山奨学生）

　先週、私事ですが、四国の八十八ヶ所に行ってきました。高知市内から足摺
岬まで行きました。観光的になりまして、最終的には温泉で打ち上げをして終
りました。七十、八十のおばあさんたち六人で廻ってきました。
　地区大会が１１月５、６日にありました。私と幹事と上村文明会員と松本会
員と行って参りました。他のクラブは参加者が多かったのですが、今回は我孫
子クラブはさびしかったです。
　酒井会員の通夜葬儀は、１７日５時からの通夜、１８日の１１時から葬儀とな
ります。
　家庭集会を２２日の夜に私のところで行います。ご協力をお願い致します。

志賀会長会長挨拶

２３名出席　（全員で２７名）出席率８５.２％
渡辺出席委員長出席報告

　今月２９日６時からに夜間家族例会を湖北南口のポアロという所で行います。奥様も一緒にぜひ
ご参加ください。
　ゴルフ大会を我孫子ゴルフで開催する予定です。野田会員、鈴木会員、植崎会員のお骨折りで、
誕生日券で通常グリーンフィーが２万円のところ１万円で出来るそうです。
　来月の忘年旅行は出席者がちょっと少ないようですので、出来る限り出席していただきたいと思
います。よろしくお願い致します。

小池親睦委員長親睦活動委員会報告

　我孫子駅前商店街の会長を勤めてまして、１２月３日６時に駅前のイルミネ
ーションの点灯式を行います。その後６時から、千葉県最大の合コンということ
で、あびコンを行い、地元の飲食店を盛り上げようと思います。男性５,０００円、
女性３,０００円です。皆様の事業所の方で若い方がおられましたら、ぜひご参
加いただけるようにご協力の方よろしくお願い致します。

野田会員我孫子駅クリスマスツリー点灯式及び「あびコン」について

　本日、県立我孫子東高校のキャリア支援ということで、子ども達が今日から
３日間、東進ビルシステムさんと太平洋印刷さんで職業体験を行います。１３人
のうち１名が風邪でお休みでしたが、今朝８時半からウェルカム・モーニング・
セミナーを行いました。基調講演を上村晃一会員にお願いして、「仕事とは、
社会とは、社会人とは」という内容で１時間お話していただきました。子ども達
も真剣な表情で１時間聞いていました。将来立派な大人になるだろうと思いま
した。

星野職業奉仕委員長職業奉仕委員会報告

　いつも卓話にご協力いただきありがとうございます。来週は米山奨学生の
方をご招待してお話していただきます。
皆様いろんな人脈があると思いますので、ご紹介をよろしくお願い致します。

塚田プログラム委員長プログラム委員会報告

11月は「ロータリークラブ財団月間」です

キムさんへ米山奨学金を授与

　先ほど星野会員よりお話ありましたが、本日８時半より職業体験プロジェクト
のセミナーがありました。子ども達は意外と真面目に一生懸命聞いておられま
した。いろいろご協力いただきありがとうございました。

湯下職業倫理委員長職業倫理委員会報告

　４ヶ月くらい前から地元の東日本被災地支援のボランティア活動に参加して
おり、月に１回ほど石巻に行っています。石巻の北の方の十三浜という所は一
番支援が遅れており、ボランティア活動に参加させていただきました。２ヶ月振
りに会った地元のある青年が同じものを着ていました。家も流され、全部流さ
れ、おばあちゃんと住んでいるそうです。サイズが３Ｌだそうで、店も流され、な
かなか服がないそうです。３Ｌを探しまわりました。それ以来、１ヶ月に１回くら
い支援物資を運んでいます。

　石巻でミネハハという女性歌手の被災地支援の歌を聴いてびっくりしました。この方はずっとボ
ランティア活動を続けておられます。我孫子でコンサートをすることになりました。天使の声ではな
いかというほど綺麗な声です。聴いて絶対に損はありません。被災者支援という意味も含めまして、
ぜひ皆様ご支援をいただければと思います。よろしくお願い致します。

佐藤会員ミネハハ 心 チャリティコンサートについて

お名前 メッセージ 金　額

上村晃一会員
我孫子東高校生徒の職場体験にあたり基調講演を務めさ
せて頂き、何とか終りました。

１,０００円　

栗原会員
１１月３日文化の日、我孫子カントリークラブ赤チョッ
キ会で優勝しました。

５,０００円　

志賀会長 ２回目の四国８８カ所巡拝が終りました。 ３,０００円　

鈴木会員
我孫子ゴルフクラブシニア選手杯
ネットの部で３位に入りました。

１,０００円　

野田会員
我孫子ゴルフクラブ　シニアでネットの部で２位になり
ました。

１,０００円　

丸田会員
上村晃一会員に我孫子東高等学校の職業体験対して
「職業奉仕セミナー」をお願いしました。

１,０００円　

湯下会員 我孫子東高等学校職場体験に協力できました。 １,０００円　
当 日 計 １３,０００円　
今期累計 １１１,０００円　

ニコニコＢＯＸ
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Vol.４７　No.１７　平成２３年１１月２２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。

　先日コマツの会長さん、坂根正弘さんの講演を聞いて参りました。
内容の濃い話で皆さんにも参考になると思いますので、いくつか抜粋
してお話ししたいと思います。
　コマツは、石川県が出身母体の会社です。建設機械、産業機械の
製造販売をしています。坂根さんは２００１年に社長に就任されました。
この時、コマツは大赤字でした。キャタピラー三菱というかなり手強
い競争相手がいましたが、見事に技術力で克服しました。

　大型の建設機械を世界で１４万台売っています。その１台１台全部の状況が東京本
社のディスプレイで見る事ができます。これはすごいことです。売った先で産業機械が
どう動いているかだけでなく、機械の稼働率でその国々の経済情勢がわかります。また、
エンジンが一日８時間かかっていて、オペレーションは５時間しかやっていないという
情報等もわかり、その会社に対して、３時間の燃料の節約ができるはずだというアドバ
イス等もできます。
　オーストラリアは資源（石炭）の国です。ここに最近１２０台、ＧＰＳを使った無人の
ダンプを納入したそうです。タイヤの直径が４メートルで高さが７メートルです。３２０ト
ン積載できます。世界の最先端を行っているダンプです。
　坂根さんは日本の問題点は何か、というお話をされました。
　まず、人口の問題です。日本はあと３０年たったら１億を切るのではないかと言われ
ています。ところが、世界は爆発的に人口増加しています。１９００年には１７億人、
２０００年には６２億人、２０５０年には９２億人と想定されています。まず食料が足り
るのか。今、ＴＰＰで盛んに日本の農業について議論されていますが、反対している
人の意見は完全に守りの思考です。坂根さんは、これでは全く進歩がないとおっしゃっ
ています。日本の農業は品質は世界一です。農業も攻めの経営をすればやれる道はあ
ります。最近、若い人が攻めの経営で採算の合う農業をしています。日本には耕作放
棄された土地が埼玉県の面積に匹敵する位あります。農政の失敗だと思います。人口
爆発による食料の問題は世界規模で、中長期的に、攻めの姿勢で考えるべきだとおっ
しゃっていました。
　もう一つは化石燃料の問題です。石炭石油です。あと３００年で枯渇すると言われて
いますが、今、原発はたたかれておりますし、そうするともっと早く枯渇してしまいます。
単に感情論で原発をたたいても問題は解決はしないとおっしゃっていました。
　ご参考までに坂根さんが書かれた「ダントツ経営」という本があります。素晴らしい
本です。ぜひお薦めします。今書店で売り切れているほど人気のある本です。

瀧日会員卓話

・柏東ＲＣより会報受理。
・国際ロータリー日本事務局より、東日本震災復興基金への寄付金の締め切り
は１２月末日を予定していましたが、皆様からの寄付が多いため、６月３０日
まで延長されることが決まりました。ポール・ハリス・フェロー賞の対象になる
のは１２月末日までです。
　復興基金は現在５７０万ドル以上が集まっており、３３０万ドル以上が使われ
ております。ロータリー日本財団への個人法人からのご寄付は寄付者の税制
上の優遇措置の対象になるとのことです。

米田幹事幹事報告


