
２２名出席（全員で２４名）　出席率９１.６％
塩毛委員長出席報告

第２２９９回例会報告議事録
日時　２５年７月９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：	なし

　活動計画書が遅くなりまして申し訳ありませんでした。１１ページの職業分類
表ですが、服部会員、瀧日会員、上村文明会員、小池会員、荒井会員、星野
会員、野田会員の所が一つずつずれています。大変申し訳ありません。
　理事会で依田会員の入会が承認されました。
　星野会員の所に先週の例会後に上村文明会員とお見舞いに行って参りまし
た。肺に血栓があるとのことで、あと一日遅かったら危なかったのではとお医
者様に言われたそうです。非常につらそうでしたが、お話しはできました。帰り

には立ち上がって見送りもしてくださいました。
　１０月１６日に分区情報研究会、１０月７日に地区大会記念ゴルフが行われます。
　理事会で組織図が決定致しました。ご確認していただければと思います。
　梅雨が明けて非常に暑くなりました。私の仕事は塗装なので非常に暑い中やっております。皆様
も体調管理の方をやっていただいて元気に例会に出席していただければと思います。どうぞよろしく
お願い致します。２３日にクラブ協議会があります。

米田会長会長挨拶

・１０月７日に千葉県市原市の鶴舞カントリー倶楽部にて地区大会記念ゴルフ大
　会が行われます。ぜひご出席ください。
・クラブ奉仕委員会セミナー、職業奉仕セミナーの案内が来ています。
　各委員長にお渡しします。

荒井幹事幹事報告

　レンゲまつりですが、今年度ほとんど咲いていませんでした。咲いていても雑
草に隠れて見えない状態ですので、レンゲまつりというのは意味がないと思いま
す。ハチミツ屋さんは３年くらい前までは無料で配っていましたが、段々 商業的に
なっているような気がします。また、参加する人が限られてくるような気がします。

上村晃一会員より
　社会奉仕活動として継続的になるものはやらない方がいいと２３−３４に書い
てあります。

鈴木会員より
　うちの子ども達が恩恵を受けすぎているという考え方ももあると思いますが、
親子のふれあい、ロータリアンとのふれあいもあり、まぎれもなく社会奉仕だと
は思います。が、ロータリーとしてちょっと違う、という事であれば、感謝の中
に終えたいと思います。社会奉仕活動というのはロータリーの夢だと思います。
初心に戻って、我孫子ロータリーの一人一人が何ができるか考えるべきだと思い
ます。

米田会長より
　継続事業として開催することは決まっているのですが、家庭集会等でたくさん
意見を言っていただいて、良い形で行う事ができればと思っております。理事会
でもよく話し合い、２３日のクラブ協議会できちんと決めたいと思います。

高島会員レンゲまつりについて

　今月第５週目は夜間例会を企画しております。７月３０日（火）湖北のポアロに
て６時半点鐘です。お一人様６千円です。ぜひ奥様もご一緒に、お子様、お孫
さんもＯＫです。納涼も含めまして親睦を深めたいと思います。
　来週、柏東クラブの親睦委員長さんの中村さんがビジターで来られます。例会
後に親睦の打ち合わせをする予定です。

小池委員長親睦委員会報告

　年間スケジュールは決まっていませんが、本日の卓話は佐藤会員にお願い致し
ました。来週は２３００回になりますので、井上会員に我孫子ＲＣの歴史について
の卓話をお願いしています。

上村文明委員長プログラム委員会報告

　我孫子東高校のインターンシップの件で担当の先生からお電話をいただきまし
た。我孫子ＲＣの関係ですでに５ヶ所の会社に受け入れ依頼のお手紙をお送りし
ていますが、それ以外に受け入れ可能な事業所があれば教えていただきたいと
のことでした。受け入れが可能な事業所がありましたら、私までご連絡ください。
よろしくお願い致します。

服部委員長青少年奉仕委員会報告

　昨年の９月に何とか屋の不養生で脳梗塞をやってしまい、一ヶ月入院しました。
入院中に考えていた事をお話しさせていただきたいと思います。
　入院中は本を読むか、テレビを見るか、ぼーっと考えるかしかなくて、どうし
ても過去の事をいろいろ思い出しては考えて一ヶ月過ごしました。
　高校受験の子どもの家庭教師をやっていたことがありました。ある日その子ど
もの所に行ったら、隣の部屋にお母さんがいて塩をまいていました。私が教えて
いる部屋に入ってきて「あら、佐藤さんが連れてきたのね」と言いました。聞い

てみると、白髪まじりのお婆さんが一緒についてきたと言うのです。その方が霊能者ということは全く
知らず、いきなりカウンターパンチを受けたようなショックを受けました。丁度その時、解剖実習をやっ
ており、そのご遺体のお婆さんが私についてきたようでした。その方の死因がお腹にあるとのことで
した。学生４人で一人の遺体を解剖するのですが、仲間にその話しをすると誰も信用しなかったので
すが、お腹を開けてみると腸閉塞でした。
　それ以来、その方は私に色 な々事を言いました。私は当時野球部にいて遠征に行く訳ですが、「今
度の旅先はちょっと気をつけた方がいいよ」と言われました。外野をやっていたのですが、試合中に
ワンバウンドボールが頭に飛んできて、とっさに頭を上げたので鼻先をかすめ、鼻血程度で済みました。
ああ、言われたのはこのことかと思いました。
　「お父さんが今度出世するよ」と言われた事もありました。父は国鉄職員で、酒が入るとけんかっ
早く人事権を持っている人とけんかをしては、田舎に追いやられていました。　（次ページへ続く）　

卓話 佐藤会員
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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
荒井幹事 幹事がんばりまーす。 ３,０００円　

上村文明会員 米田年度、第１回理事会欠席申しわけありませんでした。 １,０００円　

服部会員 梅雨があけました。 １,０００円　

当 日 計 ５,０００円　

今期累計 ２９,０００円　

ニコニコＢＯＸ

私は高校時代１、２、３年と学校が変わりました。そういう親父が出世すると言われ、どういうこと
かと思ったのですが、左遷させられていたのが元に戻りました。それ以来、霊界というのはおもしろ
いなあと思いました。佐藤さんは霊に好かれるから気をつけた方がいいと言われたのですが、どう気
をつければいいのかわかりませんでした。女性に好かれるのと違って、嬉しい話しではありません。
訳が分からない人だなと思いました。
　入院中、そういうことを一番思い出しました。死んだらどうなるんだろうと思います。あるドクター
は自分が死にそうになった時、自分の身体を上から見て、自分に泣きすがるお婆さんの頭の髪を結っ
ていた中が円形にはげていたのを見て、目が覚めた後でそれを話してびっくりされたそうです。
　４０人の学生が６年間一緒に寮で生活すると、親からの仕送りがいつなのかもわかるようになり、
仕送りのあった学生の部屋に集まったり、洗って返してくれましたが人の干した洗濯物を着ていったり、
そんな風に６年間過ごしました。
　一ヶ月入院している間、死んだ後はどうなるのか、あの世は実際にあるのかどうか考えました。も
しあるとすれば、夢を見た時の、あの世界なのかなと想像しています。意識の世界ですから、あの
世というのは、自分と同じようなエネルギーを持ったものがグループになるのではないかと思います。
こちらにも天国があり、地獄があります。類は友を呼ぶという言葉がありますが、自分のエネルギー
の本体が吸い寄せられて向こう側に行くのではないかと思います。異論が続出すると思いますが、私
は入院中、そんな事を考えていました。
　昔から、下ネタの話か霊界の話をするのが一番人を傷つけないで済むので、突然言われた時はこ
んな話しをします。学生時代を思い出しました。ありがとうございました。


