
第２２８５回例会報告議事録
日時　２５年３月２６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：	株式会社アイル
	 代表取締役　木村隆一様　

　先日は湯下会員のお通夜、告別式にご協力いただきまして、ありがとうござい
ました。お通夜の方はなんと６００名以上いらしたそうで、参加して頂いた方に
は長時間に渡り誘導等していただき、湯下さんのご家族からも大変感謝されま
した。本当にありがとうございました。
　先週の竜ヶ崎カントリー倶楽部での親睦ゴルフは楽しい一日を過ごさせて頂き
ました。私のスコアは悲惨で、なんとトータル１０５回で、家に帰って「どうしたの？」
と言われ、「これが実力だよ」と話しました。当日遅刻しまして、大変失礼致し

ました。
　４月９日の例会では、上村晃一会員のご紹介で、日本ウェイトリフティング協会の三宅監督が卓話
に来てくださいます。せっかくですので、卓話の時間を４０分強みたいと思います。少しお昼の時間
が少なくなると思いますが、ご協力の程よろしくお願い致します。１０分区の皆様にもお声かけさせ
て頂きました。
　今年は桜が早く、お墓参りも兼ねて谷中公園に桜見物に行って参りました。前の日の夜中にＮＨ
Ｋで心の豊かさについての番組をやっており、パリの普通のご家族が三ツ星レストランで食事をされ
ていたのですが、普段は朝作った料理を昼晩食べるとのことで、非常に質素というか、うまく出来
ているそうです。パリ市内にはパン屋が日本のコンビニくらい沢山あるそうで、パン生地の冷凍は禁
止されていて、毎朝散歩がてらパンを買って帰るのが楽しみで、ちょっとした食材を買って、それを
一日食べ、心の豊かさ、幸せの感覚がテレビに現れていました。日本は物欲に走って、フランスと
いうと、やれ、ルイヴィトンだ、エルメスだと言いますが、向こうの方に聞くと「高くて買える訳ない
でしょ。でも、それは私達の誇りです。」とおっしゃいます。我 も々心の豊かさを持った幸せを考え
ないといけないなと思いながら、谷中で有名な元気メンチを女房と二人で食べながらビールを飲ん
でひと時を過ごしました。結局、生ビール一杯では終らず、富山の樽酒を２杯飲み、散歩から２時
頃に家に戻って寝てしまい、起きたのは６時頃でした。非
常に無駄なことをしてしまい、反省しきりで過ごしました。
谷中銀座、なかなかおもしろいです。酒屋さんの裏で食
べせてもらったのですが、コロッケ屋さんのゴミを「いい
ですよ。こちらで捨てますよ」と街全体で盛り上げようと
いう雰囲気で気持ちよかったです。
　流山ＲＣより５０周年の案内が来ています。我孫子も
５０周年を控えておりますので、参考になりますので参加
の方ご検討ください。
　米山奨学生カウンセラーの委嘱状を鈴木会員にお渡し
します。経済学を学んでいるモンゴルの２６歳の女性、　
ネルグ・バトヤさんのカウンセラーに委嘱申し上げます。

丸田会長会長挨拶

１９名出席（全員で２５名）　出席率７６％
荒井委員長出席報告

お名前 メッセージ 金　額
井上会員 めばえの森子ども園の第１回卒園式が無事終了しましたので。 ２,０００円　

小池会員
ゴルフ大会２位をいただきました。
会長、写真ありがとうございました。

１,０００円　

塩毛会員 ゴルフに多数参加頂きまして、ありがとうございました。 １,０００円　
志賀会員 ３月２１日のゴルフコンペに優勝しました。 ２,０００円　
澁谷会員 ゴルフ７位。 １,０００円　
鈴木会員 写真をいただきました。 １,０００円　
野田会員 ゴルフ楽しく出来ました。 １,０００円　
丸田会長 木村様ようこそおいで頂きました。 ２,０００円　
米田会員 ゴルフコンペの写真ありがとうございます。 １,０００円　

当 日 計 １２,０００円　
今期累計 ３１６,０８８円　

ニコニコＢＯＸ

　２１日（木）に今年度初めて親睦ゴルフを竜ヶ崎カントリー倶楽部にてさせて
いただきました。予定通り１６名参加していただきました。ありがとうございま
した。志賀会員、優勝おめでとうございました。
　観桜夜間例会ですが、今が満開とのことで、４月４日は葉桜になりますので
中止させていただくことになりました。４月の第１例会は通常通り２日（火）に
なります。
　今年度最後の親睦のメインイベントである親睦旅行ですが、服部会員に企画

をお願いしております。６月第１週（１〜２日）か２週の土日（８〜９日）に上高地に行きたいと思っ
ております。多数のご参加をよろしくお願い致します。

塩毛委員長親睦委員会報告

　本日、私の友人である木村さんが来てくださっています。木村さんの奥
様が私と小中と同級生で、一緒にグアムに行ったり、ゴルフをしたり家族
ぐるみのお付き合いをさせていただいています。

木村様よりご挨拶
　スクールアイイーという個別指導の学習塾の経営をしております。全国
に千校あるのですが、ＦＣ業態で５校経営しております。常磐線沿線に
４校と、出身である関西の大阪の方に１校運営しております。我孫子に来
て３０年、この仕事を始めて１５年経ちました。皆さん、ご立派な方ばか
りなので、私のような者が来て恐縮をしておりますが、少しでも皆様のや
ってこられたことを参考にさせていただければと思っております。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

　レンゲの件で、そろそろ市の方から日にちを決めて頂けたらというお話しが来
ています。５月頭あたりか、場合によっては４月末を考えています。

鈴木会員れんげ祭りについて

・今月のロータリーレート　１ドル＝９４円
・週報受理　流山ロータリークラブ

松本幹事幹事報告

鈴木会員へカウンセラー委嘱状を授与
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奉仕を通じて平和を

Vol.４８　No.３３　平成２５年４月２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。

　上高地の旅行の件についてお話ししたいと思います。上高地は観光地であり
ながら、山登りと同じような美しい景色が見られる所です。５月だとまだ寒い
のですが、梅雨入りぎりぎりの６月の第２週目の週末にしようと鈴木会員に小突
かれました。
　上高地は環境保護のためにマイカー規制がされております。長野県方面か
ら来た人は沢渡（さわんど）駐車場でタクシーかバスに乗り換えます。運賃は
２千円かかります。そこで時間をロスすることも多いので、観光バスで我孫子

から行くのがよいのではと思います。
　宿泊は上高地からバスで２０分位のひらゆ温泉の旅館にしようと思います。
　当日は朝、我孫子を出て、松本で中央高速を降りて、時間があれば安曇野や大王わさび園等を
見て、その日のうちにひらゆ温泉に入って一泊します。翌朝早めにひらゆ温泉を出て、上高地に入り、
大正池でバスを降り、河童橋まで３キロ弱、１時間位歩きます。河童橋で天気がよければ穂高岳
等いい風景が見られると思います。元気な方は、そこから１時間くらい上流の明神池や穂高神社へ
行けると思います。
　お昼は食べる所が少ないので、宿でお弁当を作ってもらい持って行くのがよいかなと思います。
２時頃上高地を出れば、８時頃には我孫子に戻れるのではないかと思います。
　ひらゆの宿の値段はピンからキリまでですが、皆さんのご意向を聞きながら塩毛会員に決めて
頂きたいと思います。

服部会員親睦旅行について

　７月から会長職をやらせていただきますが、今まで少し忙しいと休んでもい
いかな、なんて甘い気持ちで過ごして来たのですが、丸田会長より来年度の
会長を、というお話しをいただいた時から心を入れ替えました。まだ学習が足
りませんが、組織図も一応ざっくり考えました。
　会長は米田、副会長は丸田現会長、会長エレクトは上村文明会員、幹事は
荒井会員、ＳＡＡは服部会員、会計は瀧日会員、監査は星野会員でお願いし
たいと思います。委員長の方は、本日会長とお話しして最終決断をして、後日
報告致します。

　非常に緊張して汗が出て来ます。何回人の前で話しても汗が出て来ますが、皆様気にせず、ど
うぞよろしくお願い致します。
　本日、先ほど村越会員の所にお邪魔させていただきました。村越会員は病院に行っているという
事で、息子さんとお話しして参りました。お父様はまだロータリーを続けたいというお話しで、息子
さんはお父様と入れ替えで入って頂けるというお返事をいただいています。

米田会長エレクト３分間スピーチ


