
第２２７５回例会報告議事録
日時　２５年１月１５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

　昨日は義理の母親の三回忌が亀有でありました。お昼のお経が終ったら外
が真っ白になっていたのですが、高をくくっていたら、タクシーも来ず亀有駅ま
で４０分くらい雪中歩行をして来ました。孫は大泣きするは、駅に着いても電車
は遅れていて大変な思いをしました。今日も神田近辺の裏道は雪がひどく、ほ
とんどの車はチェーンをつけています。ビルの上の斜めの屋根から後から雪が
落ちると怪我人が出るとの事で、警備員の方たちが雪を下ろしていました。思
いのほか都心は雪に弱い状態です。今日は皆さま、駆けつけていただき本当

にありがとうございます。
　今日はお休みの上村晃一会員に２月１９日にＩＭの発表をしていただくのですが、年内に原稿を
いただきました。いち早くガバナー補佐に提出する事ができまして感謝申し上げます。我孫子ロー
タリーの歴史から始まり、上村晃一会員が行っていらっしゃる奉仕などについて発表してくださいま
す。麗沢大キャンパスで１１時３０分受付で１２時点鐘です。ぜひスケジュールに入れておいていた
だきたいと思います。
　新年例会のご参加、ありがとうございました。新年例会は例会ですから会長幹事が基本的には
企画しなければいけないのですが、塩毛親睦委員長にすっかり甘えっぱなしで申し訳ありませんで
した。
　本当に心強いスタッフに恵まれ、なんとか残り６ヶ月頑張って行きたいと思いますので、どうぞ
御指導の程よろしくお願い致します。

丸田会長会長挨拶

　先週の新年会はご参加ありがとうございました。費用的には予定より
２万６千円程オーバーしてしまいました。
　昨日は雪で電車が止まり、社員が４人が家に帰れなくなり、うちの展示場で
寝ました。　
　今月の親睦活動は２７日（日）の大相撲観戦です。時間はお昼過ぎに出る
形を予定しております。国技館横に江戸東京博物館がありますので、それも
見れるかなと思っています。タイムスケジュールは後程お送りします。お一人

１万１千３百円で、枡席だけの料金になります。今井会員にお願いして、お茶屋さんから購入して
います。飲み食いはお茶屋さんを通して買うことになります。
　１月生まれの方は３人いらっしゃいますが、今日出席されているのは昭和１０年１月１０生まれの
瀧日会員お一人です。おめでとうございます。

瀧日会員より
　ありがとうございます。７８歳になりました。昨年喜寿で、こ
れから意地悪じいさんになると宣言したのですが、なかなか機
会がありません。私が子どもの頃は近所に確かに怖い爺さんが
いましたが、近頃は近所に子どもがいません。近頃は子どもより
親の教育をやった方がいいと言われますが、最近は切れる奴が
多いので、うかつに意地悪ができません。次に何をやろうかと
思うのですが、幸いまだゴルフができるので、８０歳になったら
エージシュートが何とか出来ないかと思っています。今、毎週末、

筋トレをして、自転車をこいで、トレッドミルで運動しています。幸いにして我が家の階段は玄関に
たどり着くまで５３段あるので、上り下りしていると結構運動になります。エージシュートを目標にし
て、意地悪じいさんも引き続き目標にしてやっていきたいと思います。

塩毛委員長親睦委員会報告

鈴木会員より
　私の長男の所に三番目の孫が生まれました。夫婦を長くやっていて、私が何
でも大体負けるのですが、最近私の方が強くなっているようで、息子や娘から
も「おやじ、最近ちょっとお袋に強く言い過ぎるんじゃないか」と言われ反省し
ていますが、今までやられっぱなしでしたから。孫の名前の話ですが、一番上
の孫は今５歳の女の子で未来（みらい）という名前で、家内が考えて、あっさ
り決まりました。二番目が今２歳半の男の子で颯（そう）という名前です。聖
書から来ている言葉です。これも家内がつけました。三番目も結局、家内の好
きな「岳（がく）」という名前になりました。彼女は責任をもって三人の孫育て
にいそしむ事だろうと思います。これから平和になりますようにと思っておりま
す。ニコニコに入れさせていただきます。ありがとうございました。

澁谷会員より
　先ほど「岳」という字が好きだというお話しでしたが、私の２番目の子ども
が岳という名前です。その子どもの子どもが小学校でクラスで一番です。年賀
状に「おじいちゃん、来年中学生になったら一番になります」と書いてありまし
た。親が頭が悪くても、子どもは頭がいいんだなあと実感しました。

服部会員より
　親睦委員の服部です。あんまり親睦の仕事をしていなくて、塩毛さんに申し
訳なく思っております。
　昨日、私の母が９０歳の誕生日を迎えました。母は妹達と金沢に住んでいま
す。卒寿のお祝いに腕時計をあげることにしました。持っていたのですが、デ
イサービスの所で取られて、その人がその時計をはめているそうです。返してく
れと言い出せないまま、半年くらい経っていました。ワニ革のベルトの裏にマ
ジックで「服部みちこ」と名前を書いて渡しました。大変喜んでくれました。
　昨日の昼頃に越後湯沢を家内と車で出て、高速を入ってしばらく行くと関越
道が通行止めで下の道を走ったのですが、家に着いたのは８時半でした。疲
れました。
　今日は仕事で成田と松戸に行かなければならないのですが、成田には家内
に行ってもらっています。家内も今日は長靴で行っています。

瀧日会員より
　孫の話ですが、結婚しました。トップシークレットです。正直に申し上げますと、
小学生から２７歳まで孫は７人います。

会員報告

１８名出席（全員で２５名）　出席率７２％
荒井委員長出席報告
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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。

お名前 メッセージ 金　額
荒井会員 新年会楽しかったです。 ２,０００円　
上村文明会員 新年会ご馳走様でした。 １,０００円　
塩毛会員 新年会おいしいお酒でした。 ２,０００円　
澁谷会員 話をさせて頂きました。 １,０００円　
鈴木会員 ３人目の孫が生まれました。名前は岳（がく）男の子です。 ５,０００円　
瀧日会員 孫が結婚しました。 １,０００円　
野田会員 新年会ご馳走様でした。 １,０００円　
服部会員 母が９０歳になりました。卒寿のお祝いをして喜ばれました。 ２,０００円　
星野会員 楽しい新年会、お世話になりました。 １,０００円　
牧野会員 新年会２名お世話になりました。 １,０００円　
丸田会長 新年会参加ありがとうございます。 ５,０００円　
米田会員 長女が無事に成人いたしました。 ５,０００円　

当 日 計 ２７,０００円　
今期累計 ２５２,０８８円　

ニコニコＢＯＸ

出席理事　丸田　米田　瀧日　野田　鈴木　上村（文）　星野　塩毛　8名

議案1　仙台空港にロータリーのバナーを掲示し被災者を見守るプロジェクトの寄付について
単一の要請ではその度に寄付をしなければならず目的も賛成するプロジェクトに思えない
ので見送る事を決めた。

議案2　日本におけるロータリー平和センターを支援する委員会より
「東ヶ崎潔記念ダイヤログハウスへの募金のお願い」
内容　2009 〜10 年度ガバナー全員で立ち上げ 2億円の寄付で募金を開始した。しか
しながら震災の影響などで現在募金総額は	40,266,138- あらためて田中作次 RI会長か
ら募金依頼状をお預かりした？　
2009 年〜10 年会長上村文明会員、翌年の塩毛会員にも確認したがこの様な募金の記
憶が無い事や結果から見て今回も見送る事を決めた。

ロータリーゴルフ同好会活動について　毎月第2水曜日を活動日とします。
報告　我孫子市青年会議所の新年会（１月２９日）に参加します。会長一名
報告　地区下期負担金が得意ガバナーの経費節約で5.000 減額で￥7.640-となります。
報告　社会奉仕活動案で千葉県農林水産部森林課が進めている法人の森事業を紹介した。
　　　資金と労力を提供する事で千葉県の森に「我孫子ロータリークラブの森」と言う森ができ

ます。
報告　新年会の際に奥様達より「手賀沼の歩行レクレーション」を企画して欲しい要請が有りました。

打合せ　大相撲のスケジュールと夕食会場再度資料で打合せをします。

第７回　理事会報告

最近、新聞の記事でいいタネを切り抜いています。
記事の中で、劇のチケットや旅行券を贈る「時間のプレゼント」というものがありました。

丸田会長より


