
第２２６２回例会報告議事録
日時　２４年１０月２日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：	柏 RCより	5 名
	 勝田秀一様　落合一美様
	 冨野官様　山内尚美様　松丸隆一様

　お酒の話をさせていただきます。先週木曜に日本醸造学会のパーティーに参加し
てきました。広い会場に人がひしめき合っていました。金沢国税局管内の天狗舞
というお酒の、古古酒の純米大吟醸がとても美味しく、星野会員と飲みたいなぁ
と思うお酒でした。
　私、ダイエットしていまして、日本酒を飲んではいけないのですが、最近少し悪
さしていてリバウンドしています。
　実は１０月１日は日本酒の日だそうです。「お酌」や「酔う」の酉冠ですが、お酒

の壷の形から出来た漢字だそうで、十二支の酉の１０番ということで１０月１日にお酒の日にしたそうです。
　昨日今日、幕張メッセでシーテックという最先端ＩＴ・エレクトロニクス総合展が行なわれています。
タブレット型の端末機で、目の動きでページをめくるものが出ているそうです。新たなビジネスチャンス
になるかもしれません。ご参考までにご案内します。

丸田会長会長挨拶

レンゲの種まきを１０月１５日（月）に「ゆうゆう公園」にて１２時から行ないます。
来られる方は現地に直接おいでください。長靴をご用意ください。
お茶とお弁当は事務局の方で用意します。

星野委員長社会奉仕委員会報告

　９月１３日に千葉県県警本部に行きまして、県警本部の９階で警察官３名で表彰
を受けました。１０年前にもいただきました。１０月初旬でしたか、２、３人でお祝
いに軽い食事をしました。

澁谷会員県警本部長賞をいただいて

松丸様
　税理士でございます。親睦委員会を担当しております。入会してから一年たちました。
他の例会に出席するのも、楽しいロータリーのよさかなと思いました。貴重な例会に出
席させていただき、ありがとうございました。

落合様
　青果の小売りで、柏の高島屋の中の八百屋をやっております。北海道から四国の方
にお店があるのですが、百貨店に入っている八百屋と思って頂ければいいと思います。
会報委員長をやらせていただいております。どうぞよろしくお願い致します。

山内様
　箔押し印刷を主に行なっております。先ほど、丸田会長様の方から、太平洋印刷さ
んの工場見学をなさってはと言って頂き、これから行って参ります。ありがとうございま
す。出席小委員長をさせていただいています。出席率１００％を目指しております。どう
ぞよろしくお願い致します。

勝田様
　ロータリー歴７年でございます。実は父もロータリアンです。親子同時はいやだとず
っと断り続けていて、父がやめるからということで入会したのですが、何てことは無い、
名誉会員で残っていました。だまされて入会になってしまいましたが、今年度はクラブ
広報の大委員長を仰せつかっています。

柏ロータリークラブご挨拶

　我孫子東高校のインターンシップですが、今年も昨年同様に実施します。ご協力
いただく企業の皆様、ありがとうございます。１１月２０日から火水木の三日間です。
東進ビルシステムさん、我孫子市民体育館に男子２名、我孫子市民体育館の受付
業務に女子１名。日建ホームさん、男子３名。太平洋印刷さんに男子６名。めばえ
幼稚園さんに女子８名。ホテルマークワンさんに男子１名、女子１名。合計男子１２
名、女子１０名の受け入れになります。
　１０月１９日に生徒さん達が、それぞれの受け入れ先の方に挨拶に伺います。改

めてご案内致します。初日の朝に、モーニングセミナーを実施します。会長挨拶、ロータリークラブと職
業奉仕について、基調講演のスケジュールで今年も行ないたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

服部委員長新世代委員会報告

２１名出席（全員で２５名）　出席率８４％
荒井会員代理出席報告

を食べて帰ってきます。会費は例年通り１万円です。道具をお持ちでない方もクーラーボックスくらいは
用意していただければと思います。楽しみにしておりますので宜しくお願い致します。

　１０月第一週ですので、お誕生祝いをさせていただきます。
１０月２日生まれの高島会員、１５日生まれの小池会員、３１日生まれの星野会員、お誕生日おめでと
うございます。

高島会員より挨拶
　今日たまたま当日賞で、昭和１４年生まれで、７３歳になりました。我
孫子ＲＣの中では４番か５番目です。だいぶ賞味期限が切れました。身
体の方は頭より大丈夫かなと思っていたのですが、先週から腰が痛くな
りまして、朝４時から２時間くらい歩くのをやめています。ロータリーク
ラブに来ることを忘れないように頑張りたいと思います。よろしくお願い
します。

小池会員より挨拶
　今日は柏クラブの皆さん、おいでいただきましてありがとうございます。
今年５１歳になります。我孫子ＲＣでは３番目に若いです。先輩に色々
教わりながら活動して行きたいと思います。酒井会員が同じ誕生日でし
たが、お亡くなりになり退会されて寂しい気持ちです。ありがとうござ
います。

星野会員より挨拶
　本日はお祝いをいただきありがとうございます。６８歳になります。実
は今年の２月に前立腺がんが発覚し、治療をしなければ後３年だと言
われました。手術した場合のデメリットを先生から聞き、手術をしたら
９割が垂れ流しになるとのことで、切らないで照射か何かでお願いした
いと話したのですが、全部調べた後、リンパにも転移しているので切
らないとだめだと先生がおっしゃいました。が手術はやめてくれと、新

しい治療法でやってみることになりました。３ヶ月に一回、おへその脇に釘みたいな注射をします。か
なり痛いです。あとは内服液を飲んで治療しています。３００万くらいかかります。また来年もお祝いし
ていただけるかどうかちょっと心配ですが、ありがとうございました。
　思わぬ告白を受けて気が動転しています。
　親睦活動でカワハギ釣りを１０月２７日（土）に行ないたいと思います。当日は朝バスで行きます。昨
年と同じ金谷港の勘次郎丸に乗ります。トイレもついています。帰りはどこか海のあたりで美味しい物

塩毛委員長親睦委員会報告

（次ページへ続く）
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奉仕を通じて平和を
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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。

理事欠席　上村晃一会員　上村文明会員　志賀会員
議案1,我孫子市民クリスマスへの後援について　例年通り後援する事を了承
議案2,例会欠席者へのフォローについて　松本幹事、米田クラブ管理委員長、荒井出席副委員長

で再度検討し対応を次回報告する。
議案3.米田年度の幹事について　米田次年度会長の考えを次回の理事会迄に調整する。　　　　

次期ガバナー補佐候補として野田会員、50周年実行委員長は星野会員を丸田案として提出
した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　50周年事業予算として本年．次年度、次次年度で毎年50万円を必ず繰り越し当該年度
迄 500万円の準備金を用意する事を確認した。

議案4,地区大会20日会長代理出席の依頼について　地区大会一日目の会長出席が出来ない状況
なので代理出席をお願いする。

議案5,親睦委員長より　親睦旅行予定通り11月13日14日で長野方面を企画しています。

理事会報告

・得居ガバナーより　２０１２ー２０１３年度国際大会のご案内
　２０１３年６月２３日〜２６日　ポルトガルのリスボンで開催。
　ご参加できる方は是非よろしくお願い致します。
・ジャパン	バード	フェスティバル２０１２のご案内
　ポスターとチラシが届いております。掲示、配布のご協力をお願い致します。

松本幹事幹事報告

お名前 メッセージ 金　額
高島会員 誕生祝いを頂いて １,０００円　
小池会員 誕生祝いを頂きました。ありがとうございます。 １,０００円　
星野会員 誕生祝い有り難うございました。 １,０００円　
野田会員 シニア選手権 1回戦で敗れました。来年頑張ります。 １,０００円　
澁谷会員 県警本部長賞を頂きました。 ２,０００円　
丸田会長 柏RC5 名のメイクアップありがとうございます。 ２,０００円　

当 日 計 ８,０００円　
今期累計 １８２,０８８円　

ニコニコＢＯＸ

　昨日、日本酒の日ということで、柏西ＲＣの小澤さんという方の和食のお店に行って、日本酒半額とい
う事で、しこたま飲んで参りました。手賀沼をはさんだ高台にある「竹やぶ」というおそば屋さんは天狗
舞の１０年物の古酒を量り売りしてくれます。一杯一万円です。
　分区合同や地区大会でお会いすると思います。どうぞよろしくお願い致します。

富野様
　昨年４月からロータリーでお世話になっております。出席委員会を担当しております。
出席率１００％を目指しているのですが、来週欠席しますので、今日メーキャップに参り
ました。こちらにお邪魔して、ハッピーバースデーがあった所に驚きました。警備業で、
アルソック柏支社に勤めております。土曜日に吉田沙保里が世界選手権１３連覇し、カ
レリンの記録を越えました。ありがとうキャンペーンみたいなことをやっております。


