
第２２６３回例会報告議事録
日時　２４年１０月９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：	柏南ＲＣ	会長	小髙	潔様
	 　　〃 	 幹事	 森	秀樹様

　先週、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を見
てきました。特に面白かったのはパイオニアさんのサイバーナビというもので、道
路を走っていて赤信号やコンビニを認識して通知したり、３Ｄで車内の天井にナビ
ゲーションの矢印が出ます。４Ｋというテレビがどんどん出ていました。今のテレ
ビはほとんどデジタル・フル・ハイビジョンですが、４Ｋはその４倍の解像度だそ
うです。奥行きまでしっかり見えて、完全に３Ｄでした。　
　今、ＩＭＦで東京都内に警察官が非常に多いです。無事に開催されてほしいと

思います。
　先週の例会が終った後に、湯下会員の所に月信と週報を届けにお伺いしました。ご子息にお会い
できて、体調が少し戻り、山形の方に旅行に行かれているとのことでした。
　佐藤会員の所にもお伺いしたのですが、体調不良とのことですので、荒井会員、出席委員会の方
をよろしくお願い致します。
　今日は柏南ＲＣの会長さんにも来て頂いて盛りだくさんですので、私の話は以上とさせて頂きます。
ありがとうございました。

丸田会長会長挨拶

　本当に久しぶりの例会出席です。
　今、千葉県と我孫子市の懸案であります焼却灰の処理方法についてお話しさ
せていただきます。ことの発端は昨年の東北大震災での福島原発の事故です。
昨年８月にはセシウムの話が出ていました。
平成２７年３月までには最終処分場を国で作るから、それまでは各自治体で焼却
灰を保管してくださいということなのですが、置く場所がなくなってきたので４市１
組合の皆さんが千葉県知事の方に県で置く場所を探してもらえないかと頼みまし

た。手賀沼はどうかということで４市１組合の方に提示しました。手賀沼で処理した汚染水を固形に
してタイル等に加工して販売していたのが、汚染水の中にセシウムが紛れ込んでいるということで販売
できなくなっていて、それだけでも大変なのに、手賀沼に生活焼却灰を搬入するのは何事かという意
見が出ました。松戸、流山、柏の南部の焼却炉は新しくて、１０トンのゴミを何百グラムに濃縮するので、
セシウムの濃度も１万２千、１万５千ベクレルと高くなります。先月、最終的に知事が判断し、手賀沼
の印西市の土地に保管することを決定しました。風評被害や拡散がないように、しっかりしたものを
作って頂き、来月から８千ベクレルを越えた焼却灰をそこに保管することになります。
　今年はこの１６日に９月議会が終りますが、１１月から１２月議会が始まります。年を越えますと知事
選が３月にあります。森田知事を支援して行こうと思っております。どうぞよろしくお願い致します。

今井会員近況報告

　１０月７日（日）に東京夢舞マラソンが開催されました。実行委員会メンバーと
して無事終了することができました。怪我人もなく４２.１９５キロ、走者１５００人、
自転車、車椅子も入れて２,０００人近くの人達が走りました。事故等一切無く終
りました。皆様のおかげだと思い、ニコニコボックスに入れさせて頂きました。

高島会員東京夢舞マラソンについて

２１名出席（全員で２５名）　出席率８４％
荒井会員代理出席報告

　柏南ＲＣの本年度会長をやらせていただいております小髙と申します。建築の
設計事務所をやっております。ロータリー歴１０年で会長になってしまいました。
会員増強ということで頑張っております。先輩の我孫子ＲＣさんから色々教えて頂
きながら、残り９ヶ月クラブ運営をしたいと思っております。

柏南ＲＣ会長　小髙 潔様ご挨拶

　今月の親睦活動、２７日土曜のカワハギ釣りですが、今の所４名の参加で人数
が少ないのでどうしようかと思っております。お返事を今週中にお願い致します。
１１月１３日（火）・１４日（水）に美ヶ原高原への旅行を企画しております。
１２月にはディナーショー、１月には大相撲千秋楽観戦を企画しております。

塩毛委員長親睦委員会報告

　今月は米山月間です。３０日に米山特別会費を徴収させていただきたいと思い
ます。それまでに今日お配りした米山の豆辞典をご覧になって、ご理解いただき
寄付していただきたいと思います。昨年はゼロでした。特別寄付がないと米山は
もたないようです。我孫子ＲＣでは中国が多すぎるのではというご意見をいただき、
米山の今の地区委員長の方に意見を申し上げました。留学生は１カ国３分の１に
して、１０人いたら中国の方は３名以内、という風にしてくださるそうです。ぜひ
米山にご協力いただきたいと思います。年内に奨学生に卓話に来て頂きたいと思
っております。

上村文明委員長米山奨学会報告

お名前 メッセージ 金　額

柏南ＲＣ会長
小髙様

誕生祝（本人）。 １,０００円　

今井会員 長い間出席できませんでした。 １,０００円　

上村文明会員 ２週連続休会でした。 １,０００円　

高島会員
東京夢舞マラソン、東京マラソンのモデル大会が１０月
７日無事終りました。小生、実行委員として責任を無事
はたせました。

１,０００円　

服部会員 鈴木公三先生から幼児教育についての貴重なお話しを聴
くことができました。 ２,０００円　

当 日 計 ６,０００円　

今期累計 １８８,０８８円　

ニコニコＢＯＸ
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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。

・例会変更のお知らせ
　松戸北ＲＣ	 １０月１６日（火）振替休日
	 １０月３０日（火）休会
	 １１月１８日（日）夜間例会　シャトレにて
　松戸ＲＣ	 １０月３１日（水）休会
　松戸西ＲＣ	 １０月２４日（水）地区大会に振替
	 １０月３１日（水）休会
・柏ＲＣより２０１２ー２０１３活動計画書、７月ー９月会報受理
・手賀沼エコマラソン実行委員会よりプログラム受理
・以前作ったブレザーのボタンだけクラブで立替えておりました。お一人6,300円
かかります。出来上がって大分経つのに申し訳ないのですが、ご案内させてい
ただきます。

・例会を欠席される場合は、今まで事務局にご連絡していた方が多かったと思い
ますが、出席副委員長の荒井会員に連絡してください。ご協力の程よろしくお
願い致します。

松本幹事幹事報告

　職業奉仕についてということで勉強してきました。７分ということで中身の無い
話になってしまうと思いますが、よろしくお願い致します。
　ロータリーでは「最もよく奉仕する者が最も多く報いられる」と言われています。
職業というのは、生計を維持するために人々 が日常従事する仕事で、奉仕というの
は、利害を離れて国家や社会の為に尽くすことです。自分の為の物と人の為の物と
いう相反するものが一つになっている為に「職業奉仕」が分かりにくいのだと思い
ます。

　ロータリー百科に「職業奉仕とは職業を通して社会のニーズをほぼ完全な形で満たせるよう努力を重
ねること。ロータリアンは日常の職業活動を通して自分の職場の従業員や取引先の人達や関係者、ひ
いては地域社会の人々 の模範となり、生きる力の根源である道徳的能力を向上させることに努めている、
このような仕事の仕方をロータリーでは職業奉仕と呼ぶ」と書いてあります。
　職業奉仕は自分の職業における専門的な知識を通じて、地域の人々 や地域社会に貢献し、ひいては
従業員、取引先、株主の方々 の満足度の向上に資すること、それを通して自分が幸せになることなの
ではないかなと思いました。職業奉仕の受益者は自分であると思います。
　昨日、ノーベル賞を山中教授が受賞されましたが、彼はiＰＳ細胞を発見しました。これは皆さんの
病気を治したいという社会貢献が、最終的にノーベル賞を受賞することによって職業奉仕になったので
はないかと思います。
　私は銀行員ですが、社会貢献は色々やっております。全店にＡＥＤを設置し、車椅子の方でも利用
できる椅子を設置しています。企業の紹介、農産物の生産者と販売先のマッチングをしたり、無料の
年金相談会等を開いたりしています。これらを通して、職業奉仕ができるのではないかと思います。
　つたない話でしたが、また次回ありましたらお話しさせて頂きます。ありがとうございました。

高橋会員卓話


