
第２２６０回例会報告議事録
日時　２４年９月１８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：	なし

　先週の例会の日に職業奉仕委員会と情報委員会の１０分区の会議がありまし
た。ご出席ありがとうございます。
　ガバナー月信９月号に来年３月１・２・３日に鴨川青年の家でライラのセミナー
が開催される旨載っていました。またライラの参加要請が来るかと思います。
　来週月曜に地区大会記念ゴルフがあり、我孫子ＲＣからも多数参加していただ
きます。例会後に車の配送等を決めたいと思います。
　私事ですが、この連休に秋田の本荘第一病院という所に通院して参りました。

５年程前から通院していて、ファックスで薬を送ってくれるので、ここ２年程行っていなかったのですが、
あまり来ていないので検診に来てくださいとのことで行って参りました。掌蹠膿疱症（しょうせきのう
ほうしょう）という病気で、１８歳頃から手のひらと足の裏にぼつぼつができ、４５歳くらいから悪い
ときは人に見せられないくらい手足がぼろぼろになります。それと鎖骨の痛みがあります。妻が５年前
に本荘第一病院の先生が免疫的な治療をされていることを知り、行ってみることにしたのですが、予
約で１年待ちでした。タバコを吸っている人は診てくれないとのことで、禁煙することにしました。手
の方はきれいになったのですが、身体の痛みは治らず、座薬が手放せません。自分ではだいぶ良くな
っていると勝手に思っています。
　秋田の帰りに仙台に用事があったので、若林区という被災地に行って参りました。見渡す限り荒地
が広がり、まだまだ瓦礫の山で、大変なことを実感してきました。
　この二泊三日で１６００キロ車で走って、いい体験をさせていただきました。
　中国が今、尖閣諸島の件で荒れていますが、向こうの有識者で沖縄も中国の領土だと言う人も出
て来ているそうで、言った者勝ちのような、モラルがない状況だと思います。日本企業が略奪等に合
っているそうで、被害たるや５０億、６０億の大問題になっています。野田さんの対応は「クールに」
とのことなのですが、ちょっと言葉が違う気がします。日本の総理大臣としてふさわしくないなと感じ
ております。
　この間「親子で学ぶ」という記事が新聞に載っていたのですが、「江戸城を建てた人はだれでしょう」
の答えは「大工さん」だということでした。まず築城する場所を探すのが大変で、基礎設計や土木
工事なども大変だったそうです。江戸城は太田道灌が最初に作ったそうです。私がいいなあと思うの
は城を持たなかった武田信玄で、城よりも人の信頼が第一だということで彼は城を持ちませんでした。
人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なりということで甲斐の国のどこにも城を持ちませ
んでした。

丸田会長会長挨拶

本日の報告はありません。
荒井会員代理親睦委員会報告

　先週、来月の地区の打ち合わせに志賀会員と行って参りました。今年のテーマ
として職業奉仕が挙げられています。
　ここ２、３年、職業奉仕委員長になりましたが、正直言って、職業奉仕と言っ
てもよくわかりません。本は歴史だとか、誰がどうこう言ったということが主体で
よくわかりません。最終的には会員それぞれ違う職業で世の中にどう奉仕するか
を一概に論ずるのは難しいと思います。
　職業奉仕を一番大事にしなければならないのに、こんなにわかりにくいのは、

職業奉仕活動は、個人的な話、または自慢話になってしまうので、なかなか発表もできない気がします。
　ロータリーの基本はI	serveで職業奉仕が大事だと思うのですが、We	serveのようになってきてロ
ータリーがおかしくなっていると思います。
　これから１０月１６日に発表がありますが、活動状況についてというより、職業奉仕とは、という話
になってしまうと思います。職業奉仕をどう大事にしていくか、それぞれが話していただければと思い
ます。ロータリーの活動における職業奉仕は決まったことが言えない、ということが実態ではないか
と思います。

上村晃一委員長職業奉仕委員会報告

　我孫子市社会福士協議会と我孫子ＲＣに後援をいただいている我孫子市民ク
リスマスのお知らせです。今年で２４回目になります。毎年ご協力ありがとうご
ざいます。
　拉致被害者救出の署名のご協力のお願いです。一千万署名にあと百四十五万
筆程でラストスパートです。来月あたり「拉致被害者を救いたい」のメンバーが
野田総理に会いに行って署名を渡すことになっています。ご協力いただけるとあ
りがたいです。

井上会員より

　ハワイのアラモアナ
ＲＣから６月に行った
ときのお礼状が届い
ています。少し読ま
せていただきます。
「４０周年記念祝賀
会にご参加いただき

まして、ありがとうございました。改めて
お礼申し上げたく手紙を送ることにしまし
た。クラブ一同、心より感謝しております。
１０万円の寄贈までいただき、どうもあり
がとうございました。インターナショナル
プロジェクトに使わせていただくことにな
りました。またお会いできるといいです。
私たちクラブ同士の友好がより強く深まり
ますよう、よろしくお願い致します。」

志賀会員アラモアナRCからのお礼状

１９名出席（全員で２５名）　出席率７６％
小池会員代理出席報告
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場所　ホテル　マークワン　我孫子
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ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：	なし

　先週の例会の日に職業奉仕委員会と情報委員会の１０分区の会議がありまし
た。ご出席ありがとうございます。
　ガバナー月信９月号に来年３月１・２・３日に鴨川青年の家でライラのセミナー
が開催される旨載っていました。またライラの参加要請が来るかと思います。
　来週月曜に地区大会記念ゴルフがあり、我孫子ＲＣからも多数参加していただ
きます。例会後に車の配送等を決めたいと思います。
　私事ですが、この連休に秋田の本荘第一病院という所に通院して参りました。

５年程前から通院していて、ファックスで薬を送ってくれるので、ここ２年程行っていなかったのですが、
あまり来ていないので検診に来てくださいとのことで行って参りました。掌蹠膿疱症（しょうせきのう
ほうしょう）という病気で、１８歳頃から手のひらと足の裏にぼつぼつができ、４５歳くらいから悪い
ときは人に見せられないくらい手足がぼろぼろになります。それと鎖骨の痛みがあります。妻が５年前
に本荘第一病院の先生が免疫的な治療をされていることを知り、行ってみることにしたのですが、予
約で１年待ちでした。タバコを吸っている人は診てくれないとのことで、禁煙することにしました。手
の方はきれいになったのですが、身体の痛みは治らず、座薬が手放せません。自分ではだいぶ良くな
っていると勝手に思っています。
　秋田の帰りに仙台に用事があったので、若林区という被災地に行って参りました。見渡す限り荒地
が広がり、まだまだ瓦礫の山で、大変なことを実感してきました。
　この二泊三日で１６００キロ車で走って、いい体験をさせていただきました。
　中国が今、尖閣諸島の件で荒れていますが、向こうの有識者で沖縄も中国の領土だと言う人も出
て来ているそうで、言った者勝ちのような、モラルがない状況だと思います。日本企業が略奪等に合
っているそうで、被害たるや５０億、６０億の大問題になっています。野田さんの対応は「クールに」
とのことなのですが、ちょっと言葉が違う気がします。日本の総理大臣としてふさわしくないなと感じ
ております。
　この間「親子で学ぶ」という記事が新聞に載っていたのですが、「江戸城を建てた人はだれでしょう」
の答えは「大工さん」だということでした。まず築城する場所を探すのが大変で、基礎設計や土木
工事なども大変だったそうです。江戸城は太田道灌が最初に作ったそうです。私がいいなあと思うの
は城を持たなかった武田信玄で、城よりも人の信頼が第一だということで彼は城を持ちませんでした。
人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なりということで甲斐の国のどこにも城を持ちませ
んでした。

丸田会長会長挨拶

本日の報告はありません。
荒井会員代理親睦委員会報告

　先週、来月の地区の打ち合わせに志賀会員と行って参りました。今年のテーマ
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よくわかりません。最終的には会員それぞれ違う職業で世の中にどう奉仕するか
を一概に論ずるのは難しいと思います。
　職業奉仕を一番大事にしなければならないのに、こんなにわかりにくいのは、
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になってしまうと思います。職業奉仕をどう大事にしていくか、それぞれが話していただければと思い
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上村晃一委員長職業奉仕委員会報告
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リスマスのお知らせです。今年で２４回目になります。毎年ご協力ありがとうご
ざいます。
　拉致被害者救出の署名のご協力のお願いです。一千万署名にあと百四十五万
筆程でラストスパートです。来月あたり「拉致被害者を救いたい」のメンバーが
野田総理に会いに行って署名を渡すことになっています。ご協力いただけるとあ
りがたいです。
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私たちクラブ同士の友好がより強く深まり
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奉仕を通じて平和を

Vol.４８　No.１０　平成２４年９月２５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。

・例会変更のお知らせ
　松戸中央ＲＣ	 ９月２０日（木）→１９日（水）５クラブ合同例会・情報研究会に振替
	 １０月１１日（木）親睦旅行の為、移動例会
	 １０月２５日（木）地区大会の振替
・１０月は高橋会員に職業奉仕ということで卓話をお願い致します。

米田会員代理幹事報告

お名前 メッセージ 金　額
井上会員 市民クリスマスにご協力頂き感謝します。 １,０００円　
上村晃一会員 テーブルスピーチをさせて頂いて。 １,０００円　
鈴木会員 大浅間	クラチャンＮｅｔの部、２位となりました。 １,０００円　

当 日 計 ３,０００円　
今期累計 １６８,０８８円　

ニコニコＢＯＸ

　監査というのは正に性悪説が源点です。近世に冒険貿易というのがありまし
た。プロデューサーのような人が人々 から出資を集め、品物を買って、貿易に出
て物を売ったり交換したりして、利益が出れば分配しました。ハイリスク・ハイ
リターンの仕事でした。巨額の利益が出た場合は、分配する時に、出資者はご
まかしてないかと言い出すので、プロデューサーは計算が問題ないという証明
書を書いてもらうことにしました。それが監査の始まりです。

瀧日会員上村晃一会員のお話の補足

　先日、曽根綾子という人が書いた「老いの才覚」という本を読みました。老人
になったらどう生きたらいいかという指針のような話でした。
　性善説と性悪説とあり、性悪説に立てば人とつき合う時に楽だと書かれていま
した。キリスト教というのは性悪説を元に考えているそうです。日本人の多くは
性善説で生きていますが、そうすると間違いが多いです。
　会社でも何でもそうですが、監査制度は性悪説の元に必要なものです。まさ
かあの人たちが悪いことはしないだろう、というのが間違いの元です。寄付を集

めた時に、どう使われるかはっきりとしないものがそのままになっていることがあります。税金でも年
金でも問題が起きています。
　日本財団の理事長をやった方はクリスチャンで、海外邦人宣教者活動援助後援会という団体に
３５年間で１３億円くらい寄付したそうですが、神父であろうと市長であろうと性悪説の元にどう使わ
れたかをちゃんと報告させ、９９.９％は納得した形で寄付が使われているそうです。
　年をとったら何をしてもらうかより、何ができるかを考えるのが大事だということも書いてありました。
　年をとったら、男女仲良く遊ぶことが大事だともありました。笹川良一さんが全国にゲートボール場
を１００ヶ所を作りました。ゲートボールをすると、その地域は病院の経費が３分の１になるそうです。
ゴルフに行くと最近は女性の比率が高く、我 よ々り上手い人も出て来ています。医療をどうこうするよ
り人間の本能を優先した政策の方が良いようです。
　昔はピンピンコロリが良いと言われましたが、最近はＭＭＫ（もててもててコロリ）だそうです。私
も７４になりましたが、こういう話を聞くと、きれいごとより人間の本能を大事にした活動が意外と役
に立つのかなと思いました。無駄話ですが、時間があったので話をしました。

上村晃一会員「老いの才覚」を読んで


