
第２２５９回例会報告議事録
日時　２４年９月１１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：	尾上匡史氏
	 （故尾上会員のご長男　会葬御礼での参加）

　先週の理事会案件をご報告致します。
　親睦委員会から年度スケジュールとプログラム委員会より卓話のスケジュールが
提出され承認致しました。
　本年度行います「れんげ祭り」ですが、これ以上の参加者への対応、れんげ
の管理への労働力不足等、内容の円熟性を考え、新たな社会奉仕のプログラム
を模索する事を決めました。
　アラモアナＲＣから記念事業の中止の連絡が入りました。被災地への支援と言

う事で佐藤先生初め皆さんにご協力頂きまして有り難うございました。
　今後のクラブ要職人事は今月末までに叩き台を作成しますのでご検討下さい。
　次に同日夜間行なわれた会長幹事会のご報告です。
　電話帳を配布しましたが、私の自宅の電話が変更になっていますのでご注意下さい。
　本日、地区職業奉仕委員長、情報委員会委員長の合同会議がございます。これは１０月１９日に行
なう情報研究会の進行内容打合せで、上村晃一会員と志賀会員にご参加頂きます。ガバナー補佐幹
事より１０月１９日の参加者名簿が事前に必要なので、全員登録ですが参加者リストを求められていま
す。事務局より発信しますのでご回答よろしくお願い致します。次年度のガバナー補佐予定者は柏クラ
ブの風澤会員の予定です。
　来年５月１７日１８日の広島世界平和フォーラムは参加者枠が４０名で、パストガバナーで一杯で各ク
ラブの参加は考えなくて結構との事です。その代わりでは有りませんが、地区大会は会場、駐車場も
広いので奮ってのご参加を希望します。
　米山特別寄付が我孫子クラブが行なわれてない旨の理由をガバナー補佐より聞かれましたので、我
孫子クラブとしては使途不明、決算が出ない曖昧な寄付は出来ない旨話して有ります。地区の米山担
当などの卓話や上村委員長も地区に問い合わせる話も有ります。色 な々情報で判断していきたいと思
います。
　地区補助金が申請が２案件しかない。もっと利用して欲しいとの事。柏東は現在検討中との事。
　最後にポルトガルのリスボンで来年６/２０〜２６日行なわれる世界大会の案内が来ております。
　２週前にお話ししたユニバーサルデザインですが、たまたま京葉銀行さんの通帳にカラーユニバー
サルデザインのロゴが入っています。この様に企業は色覚障害者でも見やすい製品を生み出している
一例ですので参考にして下さい。

丸田会長会長挨拶

１０月初旬に釣を企画しますので内容は未決定ですが楽しみにしていて下さい。
塩毛委員長親睦委員会報告

　父がこよなく愛したロータリーの皆さま、先日の葬儀に際しお手伝い、会葬
と誠に有り難うございました。
無事葬儀が行なえました事、皆さまのお陰と心より御礼申し上げます。
また、家族にはまったく無反応だった父が上村御夫妻のお見舞いの時には見違
える様な反応でやはりロータリーの皆さまとの強い絆を感じさせて頂きました。
父は１月３１日に、この会場で転倒してから断固検査を拒否していましたが、食
欲も落ちてきましたので強制的に検査を受けさせたところ、糖尿病とインフルエ

ンザの感染と言う事で入院療養となりました。退院後また自宅で転倒してしまい、検査の結果、頭
頂部の脳挫傷で症状は突然の痙攣発作がありました。入院中の食事の際、痙攣発作が起き食べ物
が詰まり一時危篤状態でしたが治療のお陰で一命を取留めました。しかし７月１０日に肺炎で再入
院、足も弱っているので介護施設をと考えましたが、自分としては一旦自宅で様子を見ようとしてい
た矢先の８月３０日発作で呼吸停止し、返らぬ人となりました。生前、父とのお付合いをして頂いた
皆さまに改めて感謝申し上げます。

野田SAAより
「	昨年のご旅行の際、この様な楽しい旅行は初めてだと言っておられた姿が忘られません。
		ご子息、奥様、RCの活動にはお声をお掛けしますので参加下さい。」

ゲスト　尾上匡史様会葬御礼

　新世代奉仕委員の服部でございます。先週米田さんから来週の卓話をお願い
しますと言われました。我孫子ロータリークラブに入って一年くらいはお客さん扱
いだろうなと思っていたのですが、それは許していただけない現状があるようで
すので、お話させていただきます。
　私の仕事は司法書士ですが、今日は以前、大東京火災という保険会社に２９
年間勤めていて、その半分を大阪で過ごしました。
　大阪の人は明らかに皆さんとは違います。大阪人というと一般的に、がめつい、

えげつない、派手好きとか言われていますが、その通りだと思います。保険会社としては大阪の被
害者の要求がきついと言われています。
　ひき逃げ、ひったくりは全国一です。ひったくりは千葉に抜かれましたが、ひき逃げは３０年くら
い全国一を続けていると思います。
　被害者の家に示談に行くと、「おとうちゃん、保険会社の人が来はったで。保険会社の人、ええ

（次ページへ続く）

服部会員卓話

１９名出席（全員で２５名）　出席率７６％
小池会員代理出席報告

ニコニコボックスの修正です。
鈴木会員の金額が￥10,000です。当日合計￥29,088　となります。

S.A.A. 野田委員長週報の訂正

・例会変更のお知らせ
　松戸西ＲＣ	９月１９日（水）１２分区合同例会及び情報研究会に変更
　柏西ＲＣ	 ９月２８日（金）移動例会に変更
	 １０月１２日（水）・１９日（水）休会
　柏東ＲＣ	 ９月２０日（木）→９月１７日（月）
　　　　　　　　　　　　　ふれあいコンサート後の夜間例会に変更
　松戸北ＲＣ	９月１８日（火）→１９日（水）に振替
	 ９月２５日（火）→２６日（水）・２７日（木）親睦家族例会に変更
・印西ＲＣの週報受理

松本幹事幹事報告

お名前 メッセージ 金　額

尾上匡史氏 父の葬儀ではお世話になりました。 ５０,０００円　

丸田会長 尾上会員のご子息にお出で頂きました。 ２,０００円　

当 日 計 ５２,０８８円　

今期累計 １６５,０８８円　

ニコニコＢＯＸ
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奉仕を通じて平和を

Vol.４８　No.９　平成２４年９月１８日号

ロータリーの友　事務局	 ホームページ	 www.rotary-no-tomo.jp
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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。

度胸してはるわ、人に物頼むのに、手ぶらで来はったみたいやで！」という感じです。大阪では修理
代を被害者の口座から払いますが、工場に値切りの交渉に行って、その差額は被害者のものになり
ます。
　社内の損害調査の富田さんは割り勘を払わない人でした。富田さんが宴会の途中で席を立ったら、
幹事が会費をもらおうと思ってあわてて追いかけたら、富田さんは「見送りはいらんで〜」と一言言
って帰ってしまいました。　
　池部さんという人と、戦前からあるグリコの広告の話になった時、「３００メートルというのは嘘やで。
戦後の今は体も大きくなったし、消費するエネルギーも多くなったから、今はせいぜい２５０メートル
やで。」というので「看板を書き換えないといけないですね」と言ったら「おまえはアホか、ある日突
然３００メートルが２５０メートルになったら大阪人はキャラメルが小さくなったと思うで。そうなったら
売れんがな」と言いました。「大阪では嘘はついてもいいけど、ばれたらあかん。嘘をついたら最後、
嘘はついてついてつきまくれ。嘘の上塗りは塗って塗って塗りまくれ」だそうです。
　ある方が外回りの時に車を駐車して、一休みして帰ろうとしたところ、車の前後に駐車されていま
した。バックして後ろの車にあたったとき、一緒にいた先輩はすかさず「おまえ何しとんのか。はよ
逃げんかいな！」と言ったそうです。
　関東の方からみると「え？！」と度肝を抜かれるようなことが関西では普通に行われます。
　スーパーダイエーさんから商品券を買ってくれと頼まれ、売りさばいたのですが、いつもお金が足
りませんでした。どこでどうごまかされるかわからないのですが、もしかしたら集金に行ってくれてい
た女性がごまかしていたのかな、と思います。
　私は大阪人ではありません。京都生まれの金沢育ちです。私には警戒心を解いておつきあいいた
だければと思います。


