
第２２８２回例会報告議事録
日時　２５年３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：	なし

　３月はロータリーでは識字率向上月間となっています。全く関係有りませんが、
先日、新聞回覧記事で、西洋からの近代技術を「漢字カナまじり文」で新知識
を吸収、消化能力してしまう事が日本文化のすごい所で、同じ漢字文化の中国
では漢字文章表記に苦労している様です。特に物理や化学では一字一字意味
を持つ漢字表記では余計な連想を伴い、研究の邪魔をするようです。
　さて話は変わりますが、今月号の「ロータリーの友」４９ページに日本製紙石
巻工場の被害写真が使われております。とくに製紙産業は東北太平洋沿岸の工

場が多く、八戸の三菱製紙、日本製紙の釜石、勿来、大王製紙の福島と震災により創業がストッ
プした為に、用紙の供給で非常に困った事を思い出しました。
　今日はもう一つ、先日のロシアの隕石ですが、皆さん、ニュースで様 な々角度からの映像をご覧
になられたと思います。殆どが監視カメラ、車の車載	カメラの映像です。やはり回覧ニュースで知っ
たのですが、ロシアは階級により警察との癒着が有るので自己防衛として車載カメラを取付けてい
るそうで、びっくりしたのは、カーショップで金属バット販売されていると言う恐ろしい現状を知りま
した。しかし、日本でも住みたい町ナンバーワンの吉祥寺で１８才の少年が女性を刺し殺すと言う痛
ましい事件がおきております。そこで５０周年の記念事業では、町の防犯に役立つ「ソーラー電灯」
など設置して、少しでも犯罪の抑制につながればと思う次第です。
　本日最後のご報告です。米山奨学生カウンセラーを鈴木公三会員にお願いしました。早速、中央
学院大学修士課程２年生のモンゴル国籍女性、ネルグ・バトヤさんに決まりました。どうぞよろしく
お願い致します。

丸田会長会長挨拶

　めぼしい方３名に増強として動いて来ました。湖北にある藤ホールという葬
儀屋の佐藤さんは前向きに考えてくださっていたのですが、今年度は学校の役
員になられたそうで、一年後に入会していただける予定です。湖北のセブンイ
レブンの海老原さんは、結局入会はむずかしいということでした。大阪の他何
ヶ所かで塾を経営している木村さんは、前向きに考えてくださっていて、今月
の最終例会の食事に来られます。もともと証券マンで真面目な方です。５０周
年に向けて会員を増やして行きたいと思っておりますので、皆様のご協力をぜ
ひよろしくお願い致します。

小池委員長会員増強委員会報告

　私の家内と村越さんは姪と叔父の関係にあり、しょっちゅう行き来している
のですが、村越さんの体調が悪く、６月３１日付けで退会届を会長さんに出し
たいと奥様がお話しされていました。ご長男が尾上先生のご子息等と同世代で
是非いつかロータリーにご招待したいし、ジェネレーションの交代をふまえなが
ら、段階を経てロータリーに入っていただけるように皆で考えて行きたいと思い
ます。
　出席委員長の荒井会員ですが、スタッフの一人が具合が悪いのも手伝い、

お仕事が大変お忙しく今日もお休みです。
　私の義理の兄が横浜に住んでいるのですが、昭和１０年生まれで、神奈川大学の野球部出身で、
週に４回くらい野球をしていました。軽い脳梗塞が起こり、１０日後くらいに腹水がたまり始めたと
いうことで調べたら末期がんでした。長くて一ヶ月とのことで、延命治療はせず緩和治療の段階に
入っています。昨日、兄は病床受宣を受けてクリスチャンになりました。そんな場面に出会え、感
謝の気持ちでニコニコをさせていただきました。

鈴木会員より

　先々週の日曜日、無事、東京マラソンが行われました。私は白梅近辺の４０
キロ地点を担当していました。一人倒れたそうですが、ＡＥＤを使わずに心臓
マッサージだけで蘇生したそうで、安定したマラソン大会でした。東京マラソ
ンは医者が３００人、看護師が１００何十人、そして自転車に乗ったＡＥＤ隊が
８、９０人くらいが待機しています。８千人〜１万人のマラソン大会は８回に１回
は人が死ぬという確率ですが、３万５千人走って何もないというのは、珍しい
のではないかと思います。ただ２月末は非常に寒く、白梅あたりは海風も強く、

ガードレールにつかまりながらコースリーダーとして監視しました。申し込んだのですが走れず、ボ
ランティアとして参加しました。おかげさまで、非常に厳しい環境でしたが、楽しい思いをしました。
　２２才の女性が住みたい街ナンバーワンの吉祥寺で刺された事件についてですが、テレビでひと
つも言われていない事があります。皆さんのお嬢さんを夜中の２時に一人で外に出しましたか？うち
では、１１時過ぎたら全て自分の責任にしろ、自分で判断しろ、と話していました。親は何も言わ
なくても、帰って来なければ、心配で眠れないんだよ、と話しました。犯人が悪いのは当然ですが、
若い女性が夜中の２時にふらふら街を歩く事が非常に危険を伴うという事はマスコミは一言も言い
ません。夜中の２時に歩き回る娘を育てる親がやはりだらしないと思います。

高島会員より

１９名出席（全員で２５名）　出席率７６％
星野会員代理出席報告

お名前 メッセージ 金　額

小池会員 会員の皆様、会員増強にご協力をお願いいたします。 １,０００円　

志賀会員
２月いっぱい休ませて頂きました。
１月１６日に僧階が権大僧正になりました。

２,０００円　

高島会員 一言、ありがとうございました。 １,０００円　

野田会員 誕生お祝いありがとうございます。 ２,０００円　

服部会員 仕事が忙しくて例会休んでしましました。 ２,０００円　

当 日 計 ８,０００円　

今期累計 ２９８,０８８円　

ニコニコＢＯＸ

　親睦が企画する今年度初めてのゴルフは、竜ヶ崎カントリー倶楽部で１５名
参加予定です。詳細は後程お送り致します。
　昭和２５年３月１４日生まれの野田会員、お誕生日おめでとうございます。　

野田会員より
「お祝いしてくださいまして、本当にありがとうございます。女房
がファックスをいつも取り出しているので、今朝、「今日、お誕
生祝いしてくださるみたいよ」と言われ、へーなんて言いました。
お祝いを持って帰りたいと思います。
　毎年お話ししますが、誕生日が結婚記念日です。昨年が４０
周年で、皆さんとハワイに行きました。
　先日、甥っ子がグアムで結婚しました。グアムは２回目でしたが、
恋人岬という所で式を挙げました。ゴルフを３回やってきました。

マンギラオというゴルフ場は、海沿いで絶壁でした。すごく綺麗で眺めが良く、そして難しい所で
した。女房は、海なんかに入ると「もー、あそこ行かない！」と言っていましたが、楽しんできました。」

塩毛委員長親睦委員会報告
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国際ロータリーのテーマ

事務局 〒277-0835 千葉県柏市松ヶ崎111-24
ＴＥＬ：04（7137）2211　ＦＡＸ：04（7137）2212
Ｅ-ｍａｉｌ : ｊｉｍｕｋｙｏｋｕ@ａｂｉｋｏ-ｒｃ.ｊｐ

：

例会場 〒270-1176 千葉県我孫子市柴崎台1-9-14
ＴＥＬ：04（7186）1717　ホテル マークワン　アビコ
：

会 長
幹 事 

： 
： 

（ｍａｌｔａ@ａｂｉｋｏ-ｒｃ.ｊｐ）
（ｍａｔｓｕｍｏｔｏ@ａｂｉｋｏ-ｒｃ.ｊｐ）

丸 田 勝 功 
松 本 憲 事

奉仕を通じて平和を

Vol.４８　No.３０　平成２５年３月１２日号

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。

・例会変更お知らせ
	 柏ＲＣ	 ３月２０日（水）祝日休会
	 	 ３月２７日（水）柏ローターアクトとの合同例会　点鐘１９：００
	 松戸ＲＣ	３月２７日（水）移動例会に変更
　　　　　　　　　　点鐘１８：３０　場所：ホテル	ザ・マンハッタン

・第２７９０地区　第１０分区　《合同例会及び親睦ゴルフ》のお知らせ
	 １）合同例会
	 	 ４月１６日（火）受付１７：３０　点鐘１８：００　
	 	 会場：三井ガーデンホテル柏
	 ２）親睦ゴルフ
	 	 ４月１６日（火）集合時間ＡＭ８：３０　スタート９：１５
	 	 場所：ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎

松本幹事幹事報告


