
第２２４８回例会報告議事録
日時　２４年６月１２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：	森			和	夫様	（第１０分区ガバナー補佐）
	 石戸卓志様	（第１０分区ガバナー補佐幹事）
	 杉山課長様	（我孫子市商工観光課）

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

　今日は森ガバナー補佐と石戸ガバナー補佐幹事、また我孫子市の商工観光
課の杉山課長さんと滝川主任さんにおいでいただいております。
　来週の２０日からハワイです。
　私の任期が秒読みとなりました。７月３日の新旧交代式は湖北のポアレで行
います。よろしくお願い致します。

志賀会長会長挨拶

　本日は大変貴重なお時間を頂戴しまして、ジャパンバードフェスティバルのご
協賛のお願いということで参上致しました。
　ジャパンバードフェスティバルも今年で１２回目となりました。今年も秋、１１
月３日（土）・４日（日）に開催を予定しております。例年、市民の方だけでなく
県外からも多くの方がいらしてくださります。昨年度の２日間の来場数は６万人
弱でした。今年も素晴らしいイベントにできるように私共実行委員会一同、精
一杯頑張らせていただきますので、今年もなにとぞご協賛を賜りますようお願
い申し上げて、簡単ではございますが、ご紹介とさせていただきます。
どうぞよろしくお願い致します。

我孫子市商工観光課　杉山課長ジャパンバードフェスティバルのご協賛のお願い

　早いもので、嫌でしょうがなくて補佐を引き受けたのですが、皆様方の協力
をいただきながら、なんとか来週が引き継ぎとなります。いろんなご迷惑をお
かけしましたが、ロータリーというのは、皆さんが協力してくれるから私みたい
な人間でも通用しました。今後とも１０分区の発展に一生懸命がんばりますの
で、どうぞよろしくお願い致します。ありがとうございました。

第10分区ガバナー補佐　森 和夫様ご挨拶

　森さんの指名で補佐幹事をやることになりまして、運転手位なら何とかなる
だろうということで、今までやってきました。おかげさまで分区の事業もつつが
なく終わることができ、本当に感謝しております。
　そろそろ終わりだということで、森ガバナーも志賀会長もニコニコしてます
が、私は来年会長をやることになりました。沼南の方は、人数が少なく、仕方な
く２回目の会長です。どうぞこれからもよろしくお願い致します。

第10分区ガバナー補佐幹事　石戸卓志様ご挨拶

　財団の方からゼロクラブ解消のお願いです。ゼロ基金のゼロクラブが１８あ
りまして、２７９０地区が日本全国でワースト３だそうです。一人でも二人でもご
協力いただきたいとのことです。５０ドルでも１００ドルでもとのことです。日本
においても昨年４月より税制上の優遇処置が講じられるようになりましたの
で、ぜひお申し込みをいただければと思います。

松本ロータリー財団委員長ロータリー財団委員会報告

　昨日ご自宅で状況等を伺ってきました。ここで意識がなくなり倒れたとき、
土間に頭を強く打っておられました。佐藤先生がおられて、家族の方に頭の検
査をしてくださいと先生からお話されました。昨日の奥様の話では、ご本人が
病院に行かないとおっしゃっていて、２度程痙攣を起こし、大変だと言ってい
るうちに洋間で倒れて、病院に行き検査をしたところ、脳挫傷を起こしていた
とのことで、５月半ばまで入院していたそうです。リハビリをして、回復をしてい
るそうなのですが、話がつながらない時等もあるそうです。ロータリーに行き
たいと話していらっしゃるそうですが、当分出られないと思いますと奥様はお
っしゃっていました。

星野会員尾上会員について

　先週お休みだった上村文明会員、米田会員のお誕生日のお祝いをしたいと思います。

上村文明会員より
　お祝いをありがとうございます。１９４７年、６５年前の今日、葛
飾で生まれました。その１、２年後にキャサリン台風というのが来
て、栗橋の方で決壊して、それが小岩の方まで来て、私を抱き上げ
て逃げたと親から聞きました。
　双子で生まれたのですが、もう一人は生まれて１０日で亡くなりま
したので、大きくなってから、弟の分まで頑張らなくてはいけない
のかなあなんて思いはありました。人によっては、あんたみたいの

がもう一人いたら気持ち悪いとも言われましたが、それにもめげず、やっと６５才、老年の仲間入り
を果たすことができました。
　６０才の時に左手をケガしましたが、やはり健康にならなきゃいけないなと思い、会長の時に５
キロやせました。次年度の会長もがんばっておられるようで、ぜひ頑張ってほしいと思います。
　「６５才だし、もういいかなと思っていた。エベレストに登るという夢を持った途端、人生が変わ
った。そして夢を持てば実現できることを改めて知った」というのは三浦雄一郎さんの言葉です。
エベレストには登りませんが、今度の土日月と九重連山に登ってこようと思っています。
　先輩に習って、一生懸命精進したいと思っております。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

米田幹事より
　お祝いありがとうございます。６月１９日生まれです。今年はバタ
バタしていて誕生日を忘れていました。
　我孫子に生まれて、この町が好きで色んな活動をしてきました。
昨年は足が痛くて膝が曲がらない一年を過ごしたり、一番若いの
に、具合が悪いんじゃないかなという日 を々過ごしております。皆さ
んを見習って、元気に過ごして行きたいと思っております。来年４５
才の誕生日も祝っていただきたいと思っておりますので、一年がん
ばりたいと思います。ありがとうございました。

志賀会長代行親睦委員会報告

６月は「親睦活動推進月間」です
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	 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

森ガバナー補佐 ５,０００円　

荒井会員 （第２２４６回夜間例会寄附） ３,０００円　

上村文明会員 老年者（自分では思っていません）の仲間入り。これからもよろしくお願いします。 １,０００円　

志賀会長 １,０００円　

服部会員 司法書士登録１０年となり、千葉司法書士会から表彰を
いただきました。 ２,０００円　

米田会員 誕生日のお祝い　ありがとうございます。 １,０００円　

当 日 計 １３,０００円　

今期累計 ２８２,３４０円　

ニコニコＢＯＸ

・例会変更のお知らせ
	 柏東ＲＣ	 ６月２１日（木）２４・２５日の移動例会に変更
	 松戸中央ＲＣ	 ６月２１日（木）夜間例会に変更
	 松戸西ＲＣ	 ６月２０日（水）親睦旅行例会に変更
	 	 ６月２７日（水）夜間移動例会に変更
	 柏西ＲＣ	 ６月２９日（金）夜間例会に変更
・印西ＲＣより週報受理
・下総松戸自衛隊協力会の会員募集について届いています。
　ご希望の方は事務局の方まで一言言っていただければと思います。

米田幹事幹事報告

　早いものでもう来週になりました。会長の挨拶の後、ご祝儀を渡す段取りに
なるのではないかと思います。
　皆さん、ドルは買っていただけましたか。一人あたり千ドルもあれば十分だ
と思います。なるべく小銭を用意しておいた方がいいと思います。
　旅行費用、航空運賃とホテル代を清算しましたので、今日、残金をお渡しし
ました。
　一人当りスーツケース一個に関してはホテル代にチップ代が含まれています
ので、ホテルに入る時、出る時にポーターにチップを渡す必要ありません。

　２０日は朝到着後、ホテルにチェックインは出来ないので荷物を預けて、外をブラブラせざるを
得ません。もし必要があれば予約等それぞれやっていただきたいと思います。
　皆さんがゴルフをやっている間、私と上村さんご夫婦はハワイ観光する予定です。２４日は丸一
日空いています。私と上村さんはハワイ島へ行く予定です。もしご一緒に行かれる方は一緒に予約
しますのでお申し出ください。　

瀧日会員アラモアナＲＣ ４０周年について


