
第２２７８回例会報告議事録
日時　２５年２月５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：	宮ガバナー補佐

　１月２７日の大相撲観戦例会に多数ご参加いただき、ありがとうございました。ちゃ
んこ鍋を食べ過ぎ、目標のダイエットが遠のいています。あと残り５ヶ月で５キロやせよう
と思っています。
　台湾のロータリークラブからうちの会社の方に新年の挨拶が届いています。
　１月２６日にクラブ奉仕委員会セミナーが成田でありました。小池会員の代行で松本
幹事、米田クラブ奉仕委員長と行って参りました。テーマは「会員維持のための魅力あ
るクラブ作り」でグループディスカッションをしました。ちょっと自慢をしますが、iPad	

miniを買って議事録を打っていたのですが、保存の仕方を間違え全部消えてしまいました。我孫子ロータリ
ークラブはクラブ奉仕委員会と広報が別部門になっているのですが、会員増強イコール広報活動が重要とい
うことですので、改めて、広報委員会の立ち位置を考えなければいけないかなと感じています。他のクラブで
は「ロータリーの友」を市役所、図書館等の公共施設に置いてもらい、ロータリーのことを知ってもらってい
るそうです。
　今週、嬉しいことがありました。ある方からいただいた文章を紹介させていただきます。宮本輝氏の「命の器」
という中の文章です。「運の悪い人は運の悪い人と出会って、つなぎ合って行く。偏屈な人は偏屈な人と親しみ、
心根の穏やかな人は心根の穏やかな方と出会い、つながり合って行く。『類は友を呼ぶ』という諺が含んでい
るものより、もっと興味深い法則が人と人との出会いを作り出しているとしか思えない。仏教的な言葉を使え
ば『宿命』とか『宿業』とかであったりする。それは事業家にも言える。伸びて行く人は、たとえどんなに仲
が良くても知らず知らずのうちに落ちて行く人とは疎遠になり、いつの間にか自分と同じ伸びて行く人と交わっ
て行く。企んでそうなるのではなく、知らぬ間にそのようになって行くのであろう。抵抗しても抵抗しても自分
という人間の核をなすものを共有している人間としか結びついて行かない。私は最近やっとこの人間世界に存
在する数ある法則の中の一つに気がついた。出会いとは決して偶然ではないのだ。でなければ、どうして出
会いが一人の人間の転機となり得よう。どんな人間と出会うかはその人の命の器次第なのだ。」君とはこういう
付き合いをして行きたいねと言われ、非常に感激した次第です。ロータリーもこういう付き合いの場である事
を望んでおります。

丸田会長会長挨拶

　三回目、四回目のお邪魔になります。また鰻を御馳走になりました。ありが
とうございました。
　再来週、ＩＭが麗沢大学で行われます。３時半位までの予定です。「ロータ
リークラブと地域奉仕活動について」というテーマで各クラブに発表していた
だきます。どうぞ何とかご都合をつけていただいて、ご参加頂きたいと思います。
よろしくお願い致します。

宮ガバナー補佐ご挨拶

　四ヶ月のご無沙汰で失礼致しました。
　９月の中頃ですが、こちらでお誕生祝いをいただいた一週間くらい後にボランテ
ィア活動で支援物資を持って石巻に行って参りました。車で７時間くらいで、暑い
日でした。久しぶりに海産物をたくさん御馳走になり旅館で寝ました。夜に嘔吐し、
又寝たのですが、朝４時頃に左手がしびれ、足も動きが悪く、すぐに起きて病院
に行こうと思ったのですが、石巻には病院がなく、こちらに戻って来てから入院し

ました。詰まった場所が呼吸中枢がある場所でした。もう少し太い血管がつまると呼吸停止で即
死でした。四ヶ月で７キロ痩せてしまいました。現在リハビリに通っており、３月一杯でリハビリは
終ります。リハビリが終っても全部が治る訳ではありませんが、何卒よろしくお願い致します。

佐藤会員近況報告

　２月は世界理解月間ということで、来週に国際奉仕の高島委員長に卓話をお願
い致します。４月は雑誌月間ということで、会報の鈴木委員長にお願い致します。
６月は親睦活動月間なので、親睦の塩毛委員長にお願い致します。
　先月、青年会議所の新年例会に丸田会長とお邪魔して参りました。会長が会
員拡大のために卒業生のテーブルに声をかけて頑張っていらっしゃったことをご
報告致しておきます。

米田委員長クラブ奉仕委員会報告

クラブ奉仕委員会セミナー報告　松本幹事
　小池会員の代理で行って参りました。どうやって例会を楽しくして、どうやって会員拡大
できるかの具体的な答えがなかなかなく難しいです。６０名を越えた大きいクラブは活発
にお話しされましたが、我孫子クラブの実情にはなかなか合いずらいです。会員増強とい
うのは簡単なようでむずかしいというのが私の正直な実感です。

我孫子市新春マラソンについて　星野会員
　１月２７日（日）に我孫子市の新春マラソンが無事終了しました。昨年はゴール１５０メー
トル手前で４３歳の男性が心肺停止で亡くなりました。ＡＥＤもだめでした。風邪をひいて
いたそうです。
今年もゴール手前１５０m、１００m、５０mとＡＥＤを置いて赤十字の方にも待機してもら
いましたが、今年は何もなく無事終了しました。応援、ありがとうございました。また来年、
よろしくお願い致します。

近況報告　瀧日会員
　家のベランダに鳥の餌台を作りました。リンゴの皮を厚めに剥いて細かく切って餌台に置
きますと、私が五六歩歩いただけで鳥がどこかから飛んできます。刻んだリンゴの皮が好
評を博しています。
多分ヒヨドリです。今度確認しに鳥の博物館に行ってくることにします。

上村晃一会員
　絶滅するトキの卵と羽等はどこでいつ獲ったものかわからないと鳥の博物館には飾れな
いそうです。
　今問題になっているＴＰＰについてですが、一番影響を受けるのは農業だと言われて
います。日本の農業はそんなに遅れていません。生産高では世界で５番目だそうです。
１９６０年頃には日本では１２００万人が農業に従事していましたが、現在は約六分の一に
農業人口は減ってるそうです。が、生産高はその当時より５割くらい多くなっているそうで

農業の大型化が進んでいます。日本で一千万円以上の農業所得があるのは７千戸くらいしかないそうです。
先日もお話ししましたが、東北で豚を飼っていて飼料がほとんど外国からの輸入品だとカロリーベースで言う
と自給率は０％だそうです。鶏の卵や牛乳もそうだそうです。生産高による比率だと日本の自給率は６６％で、
ヨーロッパよりよっぽど上だそうです。何を基準に自給率が落ちるからどうこうというのは、現実を見た形で判
断しないと一部の被害的な報道にまどわされます。我 も々よく考えて行かなければいけないと思います。

会員報告

　今、親睦委員長より３月にゴルフというお話しがありましたが、ゴルフを第三水曜に毎月一回位定
例で出来る人でやりたいと思います。今月は２月２０日に予定しておりますので、是非ご参加ください。

野田会員より

１９名出席（全員で２５名）　出席率７６％
荒井委員長出席報告

昭和３年２月１７日生まれの井上会員、お誕生日おめでとうございます。
３月に我孫子ゴルフクラブでの今年度初めてのゴルフを企画致します。

井上会員
「ありがとうございました。おかげさまで８４歳になります。戦争中に育っ
たものですから、大体人生２５年と言われて育ちました。２５年しか生き
ないはずが８４年も生きているのだから、おつりの方がいっぱいあります。
もう２、３回やってもらえたらと期待しております。」

塩毛委員長親睦委員会報告
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奉仕を通じて平和を
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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。

小池理事　野田理事　塩毛理事　瀧日理事　鈴木理事　松本幹事　丸田会長　7名出席

議案　震災復興寄付金の分割支払い分（前受金）の処理について
資料を再度見直す事で次回理事会へ持ち越し。

議案　ブレザー釦未収金￥3.1500-について
具体的な理由を再度調査報告する事で次回理事会へ持ち越し。

議案　米山奨学生受入とカウンセラーについて
次週例会にてカウンセラーを募集し申請する。

議案　昼食での現状のうなぎ重ではゲストが来た時にみっともない。
うなぎは2ヶ月に一回とし通常のうな重を注文し、「なか村」へ天丼の他、かつ重や親子丼などの
メニューを調査する。

以上

第８回　理事会報告

・例会変更のお知らせ
　松戸ＲＣ	 ２月１３日（水）第１２分区合同例会及びＩＭに振替
	 　点鐘１２：３０	 場所：松戸商工会議所　５Ｆ会議室
　松戸西ＲＣ	２月１３日（水）第１２分区合同例会及びＩＭに振替
　柏西ＲＣ	 ２月２２日（金）休会
	 ２月１９日（火）の第１０分区合同例会及びＩＭに振替
　柏ＲＣ	 ２月１３日（水）ＲＩ創立記念例会
	 　点鐘１８：３０	 場所：三井ガーデンホテル柏
	 ２月２０日（水）→１９日（火）の第１０分区合同例会及びＩＭに振替
	 	 場所：れいたくキャンパスプラザ

松本幹事幹事報告

お名前 メッセージ 金　額
荒井会員 相撲観戦行けなくてすみませんでした。 ２,０００円　
井上会員 誕生日を祝って頂きました。 ２,０００円　
上村晃一会員 相撲見学の写真を頂いて。 １,０００円　

小池会員
１.娘が結婚しまして、先月挙式を無事に執り行うことができ
ました。彼が小池の姓を名乗ってくれることになりました。

２.会長より写真を頂きました。
１０,０００円　

佐藤会員 十分休養させていただきました。ガンバリます。 ２,０００円　
澁谷会員 千秋楽の観戦 ２,０００円　
鈴木会員 年中児６０名と鳥の博物館へ行きました。 １,０００円　
瀧日会員 写真をいただきました。 １,０００円　
服部会員 高見盛の最後の土俵を見る事ができました。 ２,０００円　
星野会員 新春マラソン大会無事終了しました。 １,０００円　
松本幹事 家族が大相撲観戦でお世話になりました。 １,０００円　
丸田会長 ガバナー補佐、補佐幹事おいで頂きました。 ２,０００円　

当 日 計 ２７,０００円　
今期累計 ２８５,０８８円　

ニコニコＢＯＸ


