
第２２６７回例会報告議事録
日時　２４年１１月６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：	なし

　今日１１月６日は私にとって特別な日で父の祥月命日に当たります。
昭和６１年、６５才で他界しております。皆さんにお話しするのは初めてですが、
その一週間前に常磐道で交通事故を起こしまして足を骨折した状態で葬儀を
出すと言う親不孝をしてしまいました。事故は三郷料金所を過ぎたトンネルを
上がった緩やかな右カーブで、突然視界に車が横向きに止まってまして、５台
の玉突きでした。大型車が入って入れば大惨事になっていたようです。その様
な事故が有った関係で、親類からは父が身代わりになったと言われたものです。

　さて暫く振りの例会ですので、色 お々話が有ります。
　前回の夜間移動例会のフレンチレストラン、美味しい料理を有り難うございました。以前行なっ
たピラミッドの系列店と聞いてましたが、全く関係無いそうで、是非又利用したいと思います。
　今月号の週報の表紙を有志の皆さんに参加して頂いた「れんげの種まき」風景にしました。３月
ごろには雑草取りを皆さんと行ないたいと考えています。
　今月２０日２１日２２日に我孫子東高校の生徒さんのインターンシップ職場体験が有ります。会員
企業の協力で２０日の日に昨年同様、ロータリーとしてモーニングセミナーを行ないます。プログラ
ムは服部新世代副委員長が現在考えてくださっています。皆さまのご協力で生徒にとって未来の糧
になる体験になればと思っています。１９日に受入企業に挨拶に生徒さんが行きます。来週には正
式なプログラムをお知らせします。
　１０月２４日に高島会員に誘われまして、上毛倶楽部という群馬県の県人会に参加させていただ
きました。高島会員はそこで副理事長をされていて、私は「ロータリーも一生懸命やってくださいよ」
とつい言ってしまいました。ライブドアの社長をされた平松さんの講演会がありました。平松さん
は６０歳を境に、６０歳以降はスポーツに例えると後半戦であり、後半戦ほどおもしろいとおっし
ゃっていて、人生の後半戦をどうおもしろくするかということで、目標を作ったそうです。一つは宇
宙に行くこと、一つは起業すること、もう一つは農業をやることだそうです。月夜野に８００坪の古
民家を買って、リフォームしたそうです。あの方のすごい所は人と群れない所です。平松さんはど
んどん外に飛び出し、全く知らない人達と知り合うことがプラスになる、というポジティブな方です。
古民家で一つ心配なのは、古民家故に火災保険がかけられないということだそうです。上毛倶楽
部には３万円で来ていただいたそうで、ロータリーでは３万円では無理かもしれませんが、勇気と
元気がもらえる講演を聴けたことに改めて感謝致します。

丸田会長会長挨拶

　１１月２０日（火）〜２２日（木）にインターンシップを実施致します。２０日８時半
には会場に生徒さんに来てもらい、９時からモーニングセミナーをスタートにしたい
と思います。
　テーマは昨年同様「２８歳の私に向かって」です。
　９時から会長挨拶、職業奉仕についてのお話し、インターンシップ受け入れ事
業所５社のご紹介、そして基調講演が１時間程になります。

服部委員長新世代委員会報告

　米山特別会費を徴収させていただきたいと思います。
　留学生は１カ国３０％、例えば１０人いたら中国の方は３名以内ということですの
で、ぜひご寄付の方、ご協力よろしくお願い致します。

上村文明委員長米山奨学会報告

今月の卓話は瀧日会員にお願い致します。
１２月は家族月間になっておりますので、家庭集会の上村文明会員、よろしくお願
い致します。

米田委員長プログラム委員会報告

小池会員
　最近私の家庭内で非常にいい話題がありました。私の娘が結婚する運びとなりま
した。彼が小池の姓を名乗ってくれて、家に入って頂けることになりました。

野田会員
　土曜日はゴルフに行って、スリーパッドを４、５回、フォーパッドを１回やりました。
これからまだまだパターを磨きたいと思います。
　昨日、那須に女房と行ってきましたが、紅葉はほとんど終っていました。湯本から
１５分くらいの場所は素晴らしい紅葉でした。塩原の駅の道が、野菜が安く売られて
いて人が一杯いました。

高島会員
　年に２回、上毛倶楽部の講演会と名刺交換会を行なっています。東京駅から５分く
らいの日本橋プラザでやっています。もしよければご案内差し上げます。今回で１４
回目です。セイコーエプソンの名誉会長さん、キリンビールの社長さん、椿山荘の名
誉会長さん等 、々交友関係、先輩後輩関係で講演をいつも３万円でお願いしています。
会費は４千円です。

米田委員長会員報告

ど還暦のお祝いでと東京スカイツリーに連れて行ってくれました。品川のホテルで食事会をやってくれ
て、記念にボールペンをもらいました。嬉しかったです。今日はありがとうございました。」

　先週お話ししましたように、１２月１９日（水）にクリスマス	スペシャル	ディナーショーの方は２３名
で予約を取りました。もしキャンセルされる方は早めにお知らせください。
１月２７日（日）に千秋楽の相撲観戦を予定しております。チケット発売は１２月１日です。
Ａ席４桝１６人分を確保する予定です。一桝４５,２００円で、お一人１１,３００円になる予定です。
よろしくお願いします。

１１月１８日生まれの植崎会員、１１月２７日生まれの服部会員、お誕生日おめでとうございます。
村越会員も１１月生まれですが、今日はお休みです。

植崎会員より挨拶
「７８歳の誕生日を迎えました。誕生祝いをありがとうございます。瀧日
会員と同じです。もう少し長生きして、ロータリー活動をしたいと思いま
す。ひとつよろしくお願いします。」

服部会員より挨拶
「本日は誕生日を祝って頂いてありがとうございます。家族以外の人に
祝ってもらったのは幼稚園以来です。６４歳になりました。実は還暦の
時に家族にお祝いをしてもらえませんでした。娘は二人目を妊娠してい
て動くと早産しそうだったり、息子は都内で一人暮らしをしていますが
実家には全く寄り付かず、スケジュール調整をしている間に、祝おうと
いう熱意がなくなり４年が経過しました。が、先日、娘夫婦が、遅いけ

塩毛委員長親睦委員会報告
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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。

1.千葉県立我孫子特別支援学校への後援会員募集の件
　次週、会員へ回覧し会員個々の判断に任せる。ロータリークラブとしては行なわない。

2. 細則 5大奉仕変更について
　クラブ奉仕　職業奉仕　社会奉仕　国際奉仕　新世代奉仕の定款に合せ組織変更を含め修正をす
る案についてはひな形を作り、理事会承認後、クラブ協議会にて決議する。但し、次年度人事は5大奉
仕委員会にて作成案を進める。

3.「れんげ祭り」継続事業化について
　周年事業捻出の為、継続事業の見直し意見について我孫子市、凧の会など外部協力関係の事業をな
んとか代替にて出来ないか意見交換を行なった。
　豚汁を無くす、凧材料の有料化、れんげ祭りのれんげ見れない、場所を変更しては、次期と花を変更「ひ
まわり祭り」等、意見が有った。我孫子市と再度打合せをして実行可能な事業を継続して模索する事とした。

4.次年度体制で幹事を荒井会員にお願いしている。荒井会員には12月より理事会に参加してもらう事とした。
　会長エレクトは会長経験者を候補者としお願いする事とした。　

理事会報告

・国際ロータリー年次大会（２０１３年６月２３〜２６日ポルトガル、リスボン）の
　参加旅行の案内受理。
・第８９回箱根駅伝応援バスツアーの案内受理。
　一般５千円、会員３千円。１月２日我孫子駅北口出発。
　希望者は我孫子市商工会へ申し込み。
・我孫子市民クリスマスの案内受理。
　１２月８日（土）１時半〜４時、けやきプラザ２Ｆにて。ゲストは沢知恵さん。
　合唱はめばえ幼稚園母の会、白ばら幼稚園園児。チケットは大人１,０００円。
・例会変更
　柏西ＲＣ　１１月９日（金）夜間例会。インターゴルフの為、変更となります。

松本幹事幹事報告

お名前 メッセージ 金　額

荒井会員
私の息子が我孫子市の少年野球４年リーグで優勝しました。
ありがとうございました。

２,０００円　

井上会員
１.次年度園児募集無事終了。２.幼稚園創立６０周年記念行
事無事終了。３.孫の七五三祝い終了。

３,０００円　

植崎会員 誕生祝いをいただいて、ありがとうございます。 ２,０００円　

小池会員 長女が結婚することになりました。 ２,０００円　

志賀会員 年中行事の火渡りが終りました。ありがとうございました。 ５,０００円　

高島会員
群馬県の政治・文化・経営者の集まりである上毛倶楽部の講
演会と名刺交換会の宣伝をさせていただきました。

１,０００円　

服部会員 誕生日のお祝いありがとうございます。 ２,０００円　

星野会員
去る１０月２８日手賀沼エコマラソンが無事終了しました。我孫
子ＲＣの皆様にはご協力をいただきありがとうございました。

１,０００円　

当 日 計 １８,０００円　

今期累計 ２０６,０８８円　

ニコニコＢＯＸ


