
第２２３０回例会報告議事録
日時　２４年１月１７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：	服部広司様（新入会員候補）

２０名出席　（全員で２７名）出席率７６.９％
渡辺出席委員長出席報告

　先日は夜間例会に沢山お集まり頂きありがとうございました。
　栗原会員の退会のお申し出ですが、話していただき、また皆さんと一緒にや
っていただけることになりましたので、ご了承いただきたいと思います。
飯島会員については休会という事で理事会で承認されました。ご了承下さ
い。
昨年、幹事代行で鈴木会員と柏東ＲＣのクリスマス例会に行って参りました。
今日はゲストとして服部様に来ていただいています。鈴木さんのご紹介です。

　理事会を通ってからですがＩＭの出席者を募りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

志賀会長会長挨拶

　鈴木さんから以前からお誘いを受けていたのですが、柏で零細な司法事務
所を経営しており、平日の昼間に事務所を抜けるのがためらわれたため、なか
なかご返事さしあげておりませんでした。６３歳になり、ぜひ皆さんのお仲間
に入れていただきたいということで、本日参りました。皆様のご賛同をいただ
ければ、ぜひ入会させていただきたいと思います。
　生まれは京都です。伏見稲荷のそばの稲荷小学校に行き、金沢に移り、高
校を出るまで金沢で過ごし、今も母親が金沢で暮らしております。大学を出た

後、大東京火災という保険会社入社し、２９年間在籍し、大東京火災が千代田火災と合併してあ
いおい損保になった時、５２歳で中途退職しました。３２歳の時に司法書士の資格を取っていたの

（次ページへ続く）

服部広司様ご挨拶

　現在韓国のキムさんをお世話しております。半年留年するについてご援助い
ただけないかと要望がありましたが、理事会で協議したところ、３月までしか
地区からの援助がありませんし、前例もなく他の方との均衡もありますので、３
月いっぱいで奨学金授与はおしまいにしたいとご本人にも通知しました。ご承
知おきいただきたいと思います。
　次年度の奨学生の連絡はまだ来ておりませんが、来た場合には、私として
はまた受け入れられればと思います。

上村Ｓ.Ａ .Ａ .米山奨学生について

ガバナーエレクトより行事日程が届きました。丸田会員の代理でお話しします。
４月３０日（月・祝）９時半からの地区協議会は、各委員長は出席を願います。

松本会員（代理）行事日程について

　服部先生は２３年生まれで今年６３歳になられます。
新しい園舍に移るときのご縁でお知り合いになりました。７、８年前から是非
我孫子ＲＣにご入会いただければと何回もお誘いしていました。ロータリアン
としてご活躍くださるのに本当にふさわしい方だと思っています。ご苦労され
てこられた道のりがあったようで、特に弱い人に対する細やかな愛情をお持ち
です。服部先生が入会してくださることを本当に嬉しく思っています。どうぞ皆
さんよろしくご賛同くださいますようお願い致します。

鈴木会員より服部様のご紹介

・牧野会員に入会のバッジと４つのテストを授与。
・お誕生祝いおめでとうございます。
　牧野会員　１２月２２日
　湯下会員　１月１日
　瀧日会員　１月１０日

瀧日会員より挨拶
　喜寿です。自分で驚いています。そんな歳は自分には関係ないと思っていたの
ですが、間違えなく喜寿です。まだ仕事の方は続けます。息子が事務所に来てお
り、会社は息子にほぼ譲れる状態にはなっています。お客さんの社長クラスの人
達が、私と同年代で会長さんになっていて、そういう人達の愚痴の聞き役をした
り、一緒に一杯飲んだりしています。毎年変わる、むずかしい税法を読むのは正
直言ってうんざりです。
　今、事務所に出るのは１０時くらいです。車は極力やめて、電車で行くようにし
ています。お客さんの所に回ったりすると一日５千歩位歩きます。いい運動になり
ます。
　プライベートはかみさんの邪魔にならないようにしたいと思います。
　７７歳はどう考えても爺様です。どういう爺様になるか。意地悪爺さんになろう
と思います。少し口うるさい意地悪爺さんを目指して行きたいと思います。
　ありがとうございました。

湯下会員より挨拶
　誕生祝いの記念品をいただき、ありがとうございます。戸籍上は１月１日が誕
生日ですが、本当は
１２月２８日に生まれたらしいです。うちで産婆さんで生まれました。宗教法人の
代表役員は死亡診断書を持って行くか、前科者になって免職になるほかは、一生
宮司を続けなければなりません。体に気をつけて頑張って行きたいと思います。

牧野会員より挨拶
　はからずも誕生日のお祝いをいただき、本当にありがとうございます。
　昨年１２月に入会させていただきました。仕事の方は銀行ですので、また転勤
になると思いますが、我孫子にいる間は親しくさせていただいて、我孫子のため
に何とかやって行きたいと思います。
　５２歳になりました。定年は６０です。５５歳で一線からはずされますので、微
妙な歳にさしかかっています。子どもがまだ大学生もおり、セカンドキャリア的な
ものを作って行かないとと思っています。まだまだ勉強することがあると思いま
す。誕生日をきっかけに、初心にかえって頑張りたいと思います。ありがとうござ
います。

小池親睦委員長親睦委員会報告

1月は「ＲＣ理解推進月間」です

牧野会員へ四つのテストを授与 今月の誕生祝　瀧日会員 今月の誕生祝　湯下会員 今月の誕生祝　牧野会員
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米 田 友 義
（ｓｈｉｇａ@ａｂｉｋｏ-ｒｃ.ｊｐ）
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Vol.４７　No.２４　平成２４年１月２４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。

お名前 メッセージ 金　額

志賀会長 正月行事も無事に終りました。 ５,０００円　

瀧日会員 誕生祝ありがとうございました。 １,０００円　

牧野会員 どうもありがとうございました。 １,０００円　

湯下会員 どうもありがとうございました。 １,０００円　

当 日 計 ８,０００円　

今期累計 １４８,０００円　

ニコニコＢＯＸ

・例会変更のお知らせ
　　松戸西ＲＣ　１月１８日　移動例会に変更
・印西ＲＣより週報受理。
本日理事会がございますので、出席の方よろしくお願い致します。

米田幹事幹事報告

で、一念発起して事務所を始めました。丁度まる十年になります。
　自宅は天王台の駅の反対側、三菱地所のマンションに住んでおります。
　趣味はオーディオや、我孫子のスキークラブに所属し冬はスキーを楽しんだり、魚釣りや自転車
も楽しんでおります。
　仕事の方は、主に登記、債務処理等をやらせていただいています。
　どうぞよろしくお願い致します。


